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オールカラー36ページに豊富な写真を掲載し、最新のニュースや学園の動向をビジュ
アルにお伝えします。「変わる玉川」「変わらない玉川」の姿が読み取れます。

毎号ひとつのテーマを特集し、学内外の執筆陣によるタイムリーな論評やエッセイなど
も掲載して、時代と社会と玉川教育のつながりを追究しています。

36頁（オールカラー）

本体266円＋税

2,926円（税・送料別）

tup＠

『
全

の
辞
「『
學
園
日
記
』
の
生
れ
ま
し
た
わ
け
」

に
続
い
て
、「
少
年
た
ち
に
告
ぐ
」
と
題
す

る
連
載
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

「
時
計
の
長
針
と
な
り
短
針
と
な
る
こ
と
は

誰
も
欲
し
よ
う
。し
か（
し
）、何
人
に
も
認
め

ら
れ
な
い
處
に
│
し
か
も
窮
屈
な
、
暗
い
、

む
さ
苦
し
い
處
に
ゼ
ン
マ
イ
は
コ
ツ
〳
〵
と

規
則
正
し
く
、（
略
）
働
い
て
る
こ
と
を
考
へ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
眞
實
を
生
き
や
う
よ
。

（
略
）
己
れ
を
捨
て
る
こ
と
は
、
ホ
ン
ト
の

自
分
が
生
き
る
こ
と
な
の
だ
」
と
、
ほ
と
ば

し
る
勢
い
の
文
が
あ
っ
て
右
掲
の
一
文
へ
と

つ
な
が
る
。
玉
川
モ
ッ
ト
ー
の
原
型
で
あ
る
。

「
人
生
の
最
も
苦
し
い
い
や
な
つ
ら
い
損
な

場
面
を
真
っ
先
き
に
微
笑
を
以
っ
て
担
当
せ

よ
」

　
玉
川
っ
子
の
手
本
と
な
り
支
え
と
な
り
励

み
と
な
る
モ
ッ
ト
ー
。
時
を
超
え
て
、
色
褪

せ
ず
温
か
く
力
強
い
。

人
』
を
8
0
0
号
さ
か
の
ぼ
り
、

昭
和
4
年
刊
行
の
第
1
号
に
は
、

創
立
者
小
原
國
芳
に
よ
る
創
刊

『全人』創刊時の誌名は『學園日記』。
学園創立と共に誕生した記念すべき第
1号の刊行日は1929（昭和 4）年 6月
25日。A5判で全84ページ。活版の印
字が歴史を感じさせるが、活字組も印
刷も学園内の労作として行われた

校標とともに刻まれる正門の玉川モットーは創立者の揮毫を写し取ったもの。
児童たちが唱和してから下校する姿も見える

800号記念
『全人』でたどる玉川の原点

玉川モットー
since

1929

ZENJIN
800

日本車いすテニス協会
ヘッドコーチ
1988（昭和63）年
高等部卒業

丸山弘道

　表彰台で金メダルを首から下
げる齋田悟司選手、国枝慎吾選
手を見ながら、もう、死んでも
いいと思えました。私たちは、
世界一の努力をして大会に臨ん
だのですから。
　2004年アテネ・パラリンピッ
ク、車いすテニスダブルスでア

ジア人初の金メダル。（略）いま
も、私の机には、張り紙がして
あるのです。「人生の最も苦し
いいやなつらい損な場面を真っ
先きに微笑を以って担当せよ」
―この國芳先生の言葉を読ん
でから、鏡を見てニコッと笑っ
て、それからテニスコートに向
かうことにしています。

国枝慎吾選手は現在車いすテニス
世界ランク1位。丸山弘道コーチ
との二人三脚が続く。

喜
ん
で
、困
難
を
友
と
し
て
よ
、

微
笑
を
以
つ
て
辛
苦
を
迎
え
て
よ
。

や
ら
う
よ
。

（
昭
和

）年

号『
學
園
日
記
』
No.

 「
少
年
た
ち
に
告
ぐ
」 

小
原
國
芳

2005（平成17）年11月号
『全人』 No.688

「先輩を訪ねて」

4

1955（昭和30）年の中学部での建築労作（上）
創立期の農作業の様子。「學者も先生も文學者も、
土が掘れ、薪が割れ、コヤシが汲めて欲しいのであ
る」と小原國芳は述べ、労作の重要性を説いた（下）

低学年児童による畑での
労作。育てている大根を
手入れする

800号記念
『全人』でたどる玉川の原点

「
玉

作
業
、
木
工
、
印
刷
と
い
っ
た
労
作
と
と
も

に
玉
川
の
丘
は
拓
か
れ
た
。

　
2
0
0
4
年
6
月
号
『
全
人
』
で
は
、
創

立
期
に
女
子
高
等
部
で
学
ん
だ
生
徒
が
当
時

を
回
想
し
て
い
る
。
出
版
部
刊
行
の
雑
誌

『
女
性
日
本
』
の
編
集
を
「
労
作
教
育
の
ひ

と
つ
と
し
て
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
。

　
畑
で
野
菜
を
育
て
る
、
自
由
研
究
で
バ
イ

オ
リ
ン
を
製
作
す
る
―
そ
ん
な
労
作
の
姿

が
今
も
学
園
の
学
び
を
物
語
っ
て
い
る
。

川
誕
生
の
第
一
モ
ッ
ト
ー
が
實

に
勞
作
教
育
」
と
小
原
國
芳
が

語
る
よ
う
に
、
道
づ
く
り
、
農

労作
since

1929

子
供
た
ち
は

偉
大
な
創
造
者
で
あ
る
。

（
昭
和
35
）年

月
号『
全
人
教
育
』
No.

「
ぼ
く
ら
の
植
物
園
を
作
ろ
う
」 

金
平 

正

こうやって肥料
を

あげて、と

成長がわかるって楽しいね

　今日までやってきた労作は、
僕にどんなに多くの経験をあた
えてくれたことだろう。（略）
協力はどんなに力強いものかが
はっきりわかった。

1957（昭和32）年1月号
『全人』 No.89

「相撲場作り」

茂木孚夫 当時中学部3年生

ZENJIN
800

玉川学園・玉川大学
平成27年5月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第5号

全 

人

  

玉川の教育をつたえる2015 .

No.7945

特集

大学教育棟 2014と
アクティブ・ラーニング
大学教育棟 2014開館にあたって 小原芳明

イラスト探検! 大学教育棟 2014 &新食堂

玉川大学における
アクティブ・ラーニングの展開 稲葉興己

連 載

学びの時間
有泉高史 研究室

K -12 Report 
高学年生徒発表会

生涯学べ
徳 仁美 
オーストラリア大使館広報文化部マネージャー

学びの丘
中学年のスポーツ大会実行委員
�����

第86回創立記念日 理事長挨拶
新年度にあたって

新連載 教員&研究者エッセイ

玉川玉手箱
礒村宜和

玉川学園・玉川大学

玉川の教育をつたえる2015 .

No.796

平成27年7月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第7号

連載

学びの時間
伊藤良二 研究室

生涯学べ
平形優子
侍学園スクオーラ・イマジン 教頭

玉川玉手箱
中嶋真美
キャリアナビゲーション’15 拡大版
文学部 税所里帆さん

平成26年度
寄付受理ご報告

特集

玉川の研究所

最前線研究Report

国家プロジェクト「革新脳」に
玉川からも参画 !

世界に広がる研究のネットワーク

量子情報科学研究所
脳科学研究所
学術研究所

 明日につながる研究
対談 安西祐一郎×坂上雅道

7  8

玉川学園・玉川大学

玉川の教育をつたえる2015 .

No.800

平成27年12月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第11号

12

連載

行事報告
オレロップ体操アカデミー
エリートチーム来園

玉川発見伝
「礼拝堂のチャイム」
モリナガ・ヨウ

800号記念

『全人』でたどる
玉川の原点

玉川学園・玉川大学

第87回体育祭

玉川モットー／労作
松陰橋／音楽祭
図書館／児童百科
食堂／玉シャツ
スキー学校
クリスマスツリー
ハチミツとアイスクリーム
国際交流／校歌

読 者 の み な さ ま へ

この目録には、玉川大学出版部刊行の出版物を収録しています
（2017年12月現在）。
 著訳編者名、書名、判型・頁数、本体価格、ISBNコード（ただし、書
籍記号「978」、国番号「4」、出版社番号「472」は省略）、刊行年、紹
介文を掲載しています。
 新刊につきましては、ホームページをご覧ください。
http://www.tamagawa-up.jp/
・
この目録に掲載してある価格はすべて本体価格（税別）で、2017
年12月現在のものです。

ご注文について
・
玉川大学出版部の刊行物は、お近くの書店、インターネット書店に
てお求めいただけます。当出版部へ直接ご注文いただく場合は、
お電話、FAX、E-mail で承ります。
・
 当出版部への直接のご注文、直販限定の商品のご注文につきま
しては、ヤマト運輸の宅急便コレクト（代金引替）を使用してお送り
します。送料は下記のとおりです。

書名、部数、ご住所、お名前、お電話番号を下記宛てにお知らせく
ださい。

玉川大学出版部　営業課
〒194-8610  東京都町田市玉川学園6-1-1
Tel. 042-739-8935　Fax. 042-739-8940
E-mail tup＠tamagawa.ac.jp

お買い上げ金額（税込）1,500円未満 お買い上げ金額（税込）1,500円以上

送料 代引手数料 合計 送料 代引手数料 合計

300円 230円 530円 0円 230円 230円

個人情報の取り扱いについて
ご注文にあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報
は、書籍の発送、請求業務を目的とした利用以外には一切使用いたしま
せん。なお、当該業務を外部に委託する場合があります。その際は個人
情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、機密保持契
約等を取り交わすとともに、適切な管理を実施いたします。
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新刊案内

2017

松田岳士・森雅生・相生芳晴・姉川恭子編著

大学IRスタンダード指標集
教育質保証から財務まで

汎用性と将来における活用性に着目した139の指標を取り上げ、活用例、算出方法、必要

なデータなどを見開きで示す。教学、研究、財務・経営の分野別に整理。どの指標がどんな

活動で参照できるか、また、指標を使った業務改善のあり方などが具体的に理解できる。

財務・経営分野では、私立と国立の違いにも配慮。IR担当者必携。

高等教育シリーズ173 B5･296頁 2,800円 40539-6 C3037

日本インターンシップ学会東日本支部監修／折戸晴雄・根木良友・山口圭介編

インターンシップ実践ガイド
大学と企業の連携

企業、公官庁、学校、諸団体など、幅広い場において展開される細分化されたインターン

シップの動向を横断的・包括的にとらえる。各大学の取り組みと、企業等の受入事例を示

すほか、インターンシップに関する基本用語、関連する研究分野の用語、実務用語200語

を解説。2015年刊行の『インターンシップ入門』の実践版。

B5･208頁 2,600円 40529-7 C3037

佐藤浩章編著

講義法

大学が誕生して以来、伝承されてきた教育技法の一つ、講義法。本書では、授業事例を多

く取り入れると同時に、心理学、脳科学、教育学、インストラクショナルデザイン（教育設

計）、コミュニケーション学などの知見を備える。はじめて授業を担当する教員や院生の基

本的な手引きとなるほか、経験豊富な教員の振り返りに活用できる。

シリーズ 大学の教授法2 A5･232頁 2,400円 40532-7 C3037

日本高等教育学会編

高等教育研究のニューフロンティア

日本高等教育学会の20周年記念として、７本の特集論文と天野郁夫初代会長の特別寄

稿論文、その他３本の論文を収録。特集では、この10年と次の10年を見据え、テーマの重

要性や注目すべき動きなどを念頭に、高等教育研究における「ニューフロンティア」の見取

り図を描く。萌芽的な研究でレビューが難しい場合は事例を提示した。

高等教育研究20 A5･264頁 3,600円 18047-7 C3037
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M.ルーネンベルク・J.デンヘリンク・F.A.J.コルトハーヘン著／

武田信子・山辺恵理子・入澤充・森山賢一訳

専門職としての教師教育者
教師を育てるひとの役割、行動と成長

教師教育学の第一人者である著者陣が、教師教育者の働き方、成長の仕方、知識と能力

のあり方、学びの支援の方法など、過去20年間における各国の教師教育者の専門性開発

に関する先行研究を網羅的にまとめ、その意義を読み解く。付録には重要な先行研究をリ

スト化。今後の日本での教師教育研究を方向づける重要な書。

A5･216頁 2,800円 40543-3 C3037

坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ編著

学校教育制度概論【第二版】

学校教育制度の基本的な視座、変動する社会における学校教育制度の歴史的発展過程

や課題を整理した入門書。第二版では、多彩な執筆陣が、2014年に改正された地方教育

行政制度や義務教育学校の制度化にも触れながら、詳しく解説する。教員志望者必携。大

学授業の教科書として使いやすい14章構成。巻末には関連する法令を付す。

玉川大学教職専門シリーズ A5･276頁 2,800円 40541-9 C3037

渡邉満・山口圭介・山口意友編著

新教科「道徳」の理論と実践

「特別の教科 道徳」（道徳科）の具体的な在り方を新学習指導要領に即しながら解説す

る。変動する社会において、子供たちが主体的に生きるために必要な道徳性を育成するに

は、学校の道徳教育と学習はどう行うべきか。小学校・中学校での実践方法をそれぞれ示

したこれからの道徳教育と道徳授業づくりの基本書。教員志望者必携。

玉川大学教職専門シリーズ A5･288頁 2,800円 40540-2 C3037

T.ワグナー著／陳玉玲訳

未来の学校
テスト教育は限界か

急速に進む「グローバル化」「ネットワーク化」「デジタル化」社会で必要とされる能力は、学

校で広く行われているテストのための教育では身につかない──。現代、そして未来の社

会で、本当に生き残るための七つのスキルとは。学校や教師の役割とは。アメリカのハイ

スクールの事例とビジネスリーダーのインタビューから考える。

四六･432頁 3,200円 30310-4 C0037

玉川大学教育学部健康教育研究センター監修／川崎登志喜編著

教養としての健康・スポーツ

健康やスポーツに関する情報があふれ、何が正しいのか、リテラシーがこれほど求められ

る時代はこれまでなかったのではないか。健康を守るための教養となる確かな基礎知識

を身につけ、健康やスポーツについて探求する。課題やコラムを交え、知識を深める。15

章構成で、大学の教科書として最適。体系的な知識を網羅する。

B5･176頁 2,200円 40542-6 C0075
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井上洋介絵／土井章史編

井上洋介絵本画集 1931-2016

漫画家としてデビューしたのち、ファインアートの作家として活動しながら、ロングセラー「く

まの子ウーフ」シリーズの挿絵など、絵本・児童書の挿画で多くの人に知られるようになっ

た井上洋介。絵本作品から34作を選び、その原画や絵本をおおよその年代順に掲載す

る。作品データには英文キャプション付き。オールカラー

A4･80頁 2,000円 12012-1 C0071

井上洋介絵／土井章史編

井上洋介獨画集 1931-2016

「くまの子ウーフ」シリーズの挿絵などで知られる一方、油絵、版画、水墨画などでの表現活

動を続けてきた井上洋介。1950年代から2016年までのタブロー画260作を３つの時代に

分けて掲載し、井上の画家としての核となる表現に光をあてる。種村季弘のエッセイや草

森紳一との対談も収録。日英２カ国語表記。オールカラー。

A4･336頁 13,000円 12013-8 C0071

科学技術社会論学会編

イノベーション政策とアカデミズム

社会のためにアカデミズムを動員しようとする動きが、2006年頃から本格化してきた。

2015年7月に東京工業大学で開催されたシンポジウム「日本の学術政策における「イノ

ベーション」の拡大：その深層を考える」を基点に、歴史、哲学、経済、社会学等の視点から

イノベーション政策について議論する。小特集は「中山茂追悼」。

科学技術社会論研究13 B5･232頁 4,100円 18313-3 C3040

科学技術社会論学会編

研究公正とRRI

日本の研究機関ではここ数年、研究不正防止に向けた新たな体制の構築が進められて

いる。特定の分野で研究不正がおきやすいのはなぜか、現在採用されている方策はどの

程度有効か。研究不正を科学的知識の質保証責任違反とし、科学研究の質保証がどこで

どのように行われているのかを明らかにすることで、研究不正を理解する。

科学技術社会論研究14 B5･200頁 3,700円 18314-0 C3040

A.ビナード作／スズキコージ画

ドームがたり

「どうも、はじめまして。ぼくの名前は「ドーム」。あいにきてくれて、ありがとう」──1915年

にできた「広島物産陳列館」は、100年以上も広島を、世界を見てきた。ドームとは何なの

か、何を語りかけているのか。原爆ドームの声をきけ！ アーサー・ビナードによるドームの

語りと、スズキコージの絵が、未来へ記憶をつなぐ。

未来への記憶 B4変･34頁 1,600円 05991-9 C8720

新刊案内
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野坂悦子作／牡丹靖佳画

ようこそロイドホテルへ

オランダの港町アムステルダムに1匹のネズミがやってきた。名前はピープ。ロイドホテル

にすみついたピープ一家はときをこえて生きるネズミになった……。さあ、100年前から物

語を始めよう。ロイドホテルの歴史は、私たち人間の生の縮図のようである。その「まなざ

し」は、未来につながる。「未来への記憶」シリーズ第2弾。

未来への記憶 B4変･34頁 1,600円 05992-6 C8722

鈴木郁子文・写真

トルコ まちの市場で買いものしよう

アジアとヨーロッパのさかいめにあるトルコ。いちばん大きな都市はイスタンブル。ここで

火曜日に開かれる市場に買いものにいって、トルコの夕ごはんをつくってみよう！ 市場に

は、野菜にくだもの、チーズや食器、くつした、下着、かつらまで何でもあるね。写真でアジア

のくらしと文化を知るシリーズ。挿画は藤原ヒロコ。

アジアの道案内 B5･40頁 2,500円 05997-1 C8339

井生明文・写真

南インド ひよっこダンサー、はじめの一歩

南インドのチェンナイでバラタナティヤムという古典舞踊を習う12歳の女の子は、デビュー

公演の準備で大忙し。招待状や食事の手配、衣装とアクセサリーの用意、もちろん練習。先

生や家族、友だちなどみんなが支えてくれている！ 果たして公演の出来ばえは？ 写真

でアジアのくらしと文化を知るシリーズ。挿画は藤原ヒロコ。

アジアの道案内 B5･40頁 2,500円 05998-8 C8339

張武静文・写真／みせけい文

中国 トントンの西安遊記

中国・北京近郊に住む小学生のトントンは、国慶節の休みを利用してママと西安まで鉄道

で出かけることに。15時間の夜行列車ははじめて！ 中国の鉄道はどうなっているの？

目的地の西安はどんなところ？『西遊記』で読んだ三蔵法師にも出あえるって本当？ 写

真でアジアのくらしと文化を知るシリーズ。挿画は藤原ヒロコ。

アジアの道案内 B5･40頁 2,500円 05999-5 C8339

灰島かり著

絵本を深く読む

絵本の世界には「絵」と「文」、音読する「声」、大人と子どもがともにいる「場」が発生する。

『かいじゅうたちのいるところ』『もりのなか』『はじめてのおつかい』『こんとあき』『ピーター

ラビットのおはなし』などの絵本の世界を身体ごと楽しみながら、新しい絵本論を切り拓

く。絵本をどう読むか──著者の遺作となった一冊。

A5･224頁 2,400円 40516-7 C0090
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小原芳明監修／瀬山士郎編／山田タクヒロ絵

数と図形のせかい

おぼえる算数から理解する算数へ。意味がわかると「算数」の世界は無限に広がる！ 数

も量も図形も見えてくる！ 算数少年ワンとなかまたちといっしょに「数ってなんだろう」「計

算のふしぎ」「はかってみよう」「図形であそぼう」──４つの世界の謎解きを楽しむ。読ん

で学ぶ「玉川百科こども博物誌」シリーズの第三弾。

玉川百科こども博物誌 A4･160頁 4,800円 05973-5 C8641

小原芳明監修／小野正人・井上大成編／見山博絵

昆虫ワールド

地球上で知られている生きものの種類の半数以上は昆虫。チョウやバッタ、クワガタ、トン

ボ、ゴキブリ……。臨場感ある精密な描写で、昆虫の魅力を紹介。野山や家で感じた不思

議を確かめ、新しい「なぜ？」に出あう。太古のむかしから自然のなかで生きてきた昆虫た

ちの世界へ旅に出かけよう。「玉川百科こども博物誌」第四弾。

玉川百科こども博物誌 A4･160頁 4,800円 05974-2 C8645

小原芳明監修／野本由紀夫・�村益朗編／�村章宏・中武ひでみつ絵

音楽のカギ 空想びじゅつかん

身のまわりにあふれる音楽のカギを探す冒険と、世界に1枚しかない作品も見られる空想

びじゅつかんに出かけよう！ 作曲をとおして楽譜のルールやしくみを体験し、図画工作を

楽しみながら古今東西の名画の意味と不思議を探る。さらに知りたい人のための博物館・

美術館案内、読書案内も充実。「玉川百科こども博物誌」第五弾。

玉川百科こども博物誌 A4･160頁 4,800円 05975-9 C8670

新刊案内
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高等教育

P.J.ガンポート編著／伊藤彰浩・橋本鉱市・阿曽沼明裕監訳

高等教育の社会学

アメリカ高等教育研究の第一人者、バートン・クラークの

1973年のレビュー論文を出発点とし、アメリカでの高等教

育を対象とした社会学的研究の動向と課題、展望を示す。

高等教育機会の不平等、カレッジ・インパクト、大学教授職

などのほか、論文以後に登場した制度論、アカデミック・

ワークなどの展開を整理する。
高等教育シリーズ167

A5･480頁 5,400円 40514-3 C3037 [2015]

有本章著

大学教育再生とは何か
大学教授職の日米比較

中世の大学から近代の大学に至る歴史に学びつつ、米国

と比較した日本の大学や大学教授職の現状と課題を社会

学的に分析する。教育、研究、社会サービスの三者の調和

に成功した米国の大学に対し、立ち遅れた日本の大学は

いかに再出発できるのか。長年、高等教育研究に携わって

きた著者による、21世紀の大学への提言。
高等教育シリーズ172

A5･592頁 6,200円 40517-4 C3037 [2016]

市川昭午著

未来形の大学

ますます混迷の度が深まる日本の大学改革。近代大学の

理念は失われ、「大学とはいかなるものであるべきなのか」

という目的も見えづらくなってきている。大学に未来はある

のか。大学制度の実像とはいかなるものか。大学教育制度

全般を俯瞰しながら、現代大学のゆくえを論ずる。本書の

ラストシーンに描かれた大学の姿とは……。
高等教育シリーズ106
四六･272頁 2,800円 30258-9 C3037 [2001]

市川昭午著

高等教育の変貌と財政

高度経済成長を背景に高等教育の大衆化が進行する過

程において、高等教育の財政問題が重要な政策課題とし

て登場してきた。なぜ高等教育費は増大しないのか、どう

すれば教育資源の効率的な配分と公平な配分が実現する

のか。財政環境の変容と高等教育の構造変化に対応して、

急速に変貌を遂げる高等教育財政の現状分析と展望。
高等教育シリーズ94

A5･200頁 4,000円 40141-1 C3037 [2000]

T.J.ペンペル著／橋本鉱市訳

日本の高等教育政策
決定のメカニズム

戦後の様々な状況下で、政治的に重要な高等教育政策は

いかに策定され、いかなる政治的・教育的結果をもたらし

たのか。詳細な分析から、政策形成を「陣営対立型」「漸増

主義型」「圧力団体型」の三つのパターンに分類して、日本

の高等教育の政策決定過程を分析する。その後の日本の

政治・政策研究に影響を与えた先駆的研究。
高等教育シリーズ126

A5･248頁 4,500円 40307-1 C3037 [2004]

玉井克哉・宮田由紀夫編

日本の産学連携

イノベーションによる産業競争力の向上が社会貢献として

期待される大学。「大学等技術移転促進法」などの産学連

携推進政策によって、大学が研究成果を知的財産として産

業界に移転することが可能になった。産学連携の歴史と政

策の評価、各大学の事例、利益相反の問題などを考察し、

日本の産学連携の今後の行方を展望する。
高等教育シリーズ141

A5･256頁 4,500円 40346-0 C3037 [2007]

宮田由紀夫著

アメリカの産学連携と
学問的誠実性

産学連携が活発に行われ、大学の研究成果が社会に還元

される一方、大学に金もうけ主義がもたらされ、教育・研究

や社会貢献における学問的誠実性が歪められてきている。

産学連携の先進国アメリカにおける不正や捏造の実態を

考察。不正行為や利益相反を減らしつつ、便益を最大にす

るにはどのような方策・規制が有効かを考える。
高等教育シリーズ159

A5･264頁 4,200円 40465-8 C3037 [2013]
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橋本鉱市著

高等教育の政策過程
アクター・イシュー・プロセス

高等教育研究が制度化される中でこれまで手薄だった政

策過程研究について、理論的な方法論と実証的なケース

スタディの検討をおこなう。戦後日本のアクターとイシュー

を抽出し、実施段階までのプロセス全体やブラックボック

ス化されてきた各種審議会の議論などを取り上げる。今後

の本格的な研究のマイルストーンとなる書。
高等教育シリーズ165

A5･268頁 4,200円 40496-2 C3037 [2014]

D.T.セイモア著／舘昭・森利枝訳

大学個性化の戦略
高等教育のTQM

大学を運営するにあたって良い方法が存在する。産業界

で成功を収めた品質管理の手法―TQM（トータル・クオリ

ティ・マネジメント）である。その哲学にもとづく経営手法を

導入し、改善に成功したアメリカの大学の例を示しながら、

大学の品質向上への手がかりを教示する。大学の個性確

立をめざす大学管理職者の必読書。
高等教育シリーズ97

A5･296頁 4,200円 40171-8 C3037 [2000]

日本教育経営学会編

大学・高等教育の経営戦略

大学評価システムの構築、マネジメントの科学化、教職員

の資質・能力向上などの諸課題について、教育経営の視

座から改革動向と戦略を吟味する。［目次］大学教育革新

にむけての戦略／大学の組織・運営改善への戦略

シリーズ 教育の経営3

A5･320頁 6,400円 40235-7 C3037 [2000]

山野井敦徳編著

日本の大学教授市場

明治以降、帝国大学や各種エリート養成機関、私学が設立

され、高等教育システムが整備されていくなかで、大学教

授の市場はどのように発展していったのか。大学教授市場

の歴史と現在を多角的に考察し、国際社会に通用する流

動性のある市場にするための問題提起を行う。明治から現

代までの展開をはじめて明らかにした研究。
高等教育シリーズ142

A5･344頁 5,800円 40347-7 C3037 [2007]

有本章編著

変貌する日本の大学教授職

グローバル化、市場化、知識社会化の進行に伴い、大学教

授職は、学問的生産性や人材育成の役割をより強化する

ことが社会から要請されている。知の再構築と呼応して大

学改革が行われた激動の15年間に大学教授職はどのよう

な変貌を遂げたのか。学問の府から知の企業体へと大学

が舵を切るなかでの新しい大学教授職像を分析。
高等教育シリーズ146

A5･368頁 6,000円 40381-1 C3037 [2008]

中井俊樹・上西浩司編

大学の教務 Q＆A

大学教育を支える教務の業務を遂行するうえで知ってお

きたい実践的知識をQ＆A形式で学ぶ。経験豊富な職員ら

が、入学・学籍・履修などカテゴリー別に、現場で蓄積して

きた知識や具体的な対応策を回答。どのように業務を進

め、改善できるのか、大学教育に携わる教職員に役に立つ

指針が示されている。短大、高専にも好適。
高等教育シリーズ157

A5･184頁 1,500円 40456-6 C3037 [2012]

小野勝士・村瀬隆彦・上西浩司・中井俊樹編

大学の教員免許業務 Q＆A

大学の教職課程担当業務の現場で実際に生じている問題

に即応できる実践的テキスト。業務の基本的な指針から、

科目や教育実習といった具体的なカテゴリー別の143のQ

＆A、関連資料、トラブルの事例などを掲載。現場で蓄積さ

れた教員免許業務に関する幅広い知識、具体的な知見が

凝縮。教職員はもちろん、学生にも適する一冊。
高等教育シリーズ166

A5･208頁 2,000円 40495-5 C3037 [2014]

佐藤浩章・中井俊樹・小島佐恵子・城間祥子・杉谷祐美子編

大学のＦＤＱ&Ａ

各大学で義務化されているFD（Faculty Development）

の効果的な進め方について、教員、職員に向け、具体的な

ノウハウをまとめる。実践現場のリアリティを反映した100

の疑問に対し、多彩な経験をもつ執筆者らが、研究の知見

を基盤に明解に回答。巻末には、実践に役立つアンケート

例や、文献・ウェブサイトなどの資料付き。
高等教育シリーズ171

A5･212頁 2,000円 40520-4 C3037 [2016]

高等教育

教
育
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小原芳明監修／玉川大学編

大学生活ナビ
改訂版

大学ってどんなところ？ どういう学びをし、どう将来につな

がるの？ 高校を卒業したばかりの新入生を対象に、大学

での生活の実際を具体的に解説。ノートのとり方から健康

管理の方法まで、初年次教育の教科書として最適の一冊。

2006年刊『大学生活ナビ』初版を大幅に改訂した第二版。

この本で有意義な大学生活を送ろう。B5･244頁 2,200円 40433-7 C1037 [2011]

松本茂・河野哲也著

大学生のための「読む・書く・
プレゼン・ディベート」の方法
改訂第二版

大学生のみならず社会人も必携！「読む・書く・プレゼン・

ディベート」の４つの基礎力は知的生活に必須のコミュニ

ケーション行為として大変重要である。本書では情報の収

集・整理の仕方から主張・議論の仕方までの本質を、内

容・形式両面から実践的に伝授する。本改訂版ではデータ

を新しくし、読者の要望に応える。A5･138頁 1,500円 40513-6 C1081 [2015]

L.キイグ・M.ワガナー著／高橋靖直訳

大学教員「教育評価」ハンドブック

大学改革が叫ばれて久しい中で、教員を取り巻く環境も変

わろうとしている。大学教育の改善のために、教員が協力し

て評価をする―これが本書の中心テーマである。いわゆる

「形成同僚評価」の具体的なプログラムの提示は、学生に

よる授業評価が普及しつつある日本の大学にも、多くの示

唆を与える。
高等教育シリーズ121

A5･184頁 2,800円 40285-2 C3037 [2003]

P.セルディン著／大学評価・学価授与機構監訳／栗田佳代子訳

大学教育を変える教育業績記録
ティーチング・ポートフォリオ作成の手引

何を、どのように、なぜそのように教えるかを教員自身が説

明するティーチング・ポートフォリオ（教育業績記録）。教育

業績の評価と教育活動の改善のために使用される教育業

績記録の作成方法から、学問領域別の実例までを詳しく解

説。アメリカ、カナダをはじめ多くの国で使われるきっかけ

になったベストセラー第３版の邦訳。A5･400頁 5,500円 40354-5 C3037 [2007]

P.セルディン・J.E.ミラー著／
大学評価・学位授与機構監訳／栗田佳代子訳

アカデミック・ポートフォリオ

大学教育の質が重要視されるにつれ、大学教師は自らの

業績をより詳しく説明しなければならなくなってきている。

教員評価と能力開発にも活用できるその最良の方法がア

カデミック・ポートフォリオである。教育・研究や、大学の管

理運営や社会貢献などのサービス活動の意義や背景を省

察して、業績記録を作成する方法を詳述する。A5･368頁 5,500円 40389-7 C3037 [2009]

R.D.ハワード編／大学評価・学位授与機構IR研究会訳

IR実践ハンドブック
大学の意思決定支援

学習評価や大学の自己評価、計画策定、意思決定などを

支援する情報を提供するインスティテューショナル・リサー

チ（IR）の理論と実際。IR担当者が心得ておくべき理論的

枠組みやデータの収集方法、分析の技術・ツール、学内の

管理運営への貢献の仕方を網羅的に説明。アメリカでの

IR発展と日本への適用についての解説付。
高等教育シリーズ155

A5･356頁 3,600円 40453-5 C3037 [2012]

山田礼子著

学びの質保証戦略

世界に通用する市民を育成することを目標に、世界の大学

はさまざまな取り組みを行っている。学生の学習成果の評

価や学びの質保証、大学ランキングをめぐる国際的競争、

高大接続など、日本と共通して直面する諸問題に、各国の

大学はどのように対処しているのか。成長著しいアジア諸

国や英米豪の大学の事例・戦略を紹介する。
高等教育シリーズ158

A5･180頁 2,600円 40454-2 C3037 [2012]

中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百編

大学のIR Q＆A

教育活動や経営活動の改善、外部評価への対応など、大

学の重要な意思決定を支援するIRの業務を解説する。

データの収集や分析・活用の方法、報告・提案の留意点な

ど、有用な情報の発信に役立つ実践的な知識・技能を紹

介。アンケート調査票の作成、効果的なグラフの選択、関連

法令、情報源、基礎用語などの資料を掲載する。
高等教育シリーズ161

A5･212頁 2,000円 40473-3 C3037 [2013]
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L.サスキー著／齋藤聖子訳

学生の学びを測る
アセスメント・ガイドブック

社会の急速な変化にも対応できる教育の質が求められて

いる。学生の学びの質を保証するにはどのように学習目標

を立て、アセスメントを行えばいいのだろうか。アセスメン

トの計画策定から、ルーブリックやテストなどのツールの使

い方と結果の分析・活用法まで、アセスメントを大学文化と

して根付かせる方法を詳しく解説する。
高等教育シリーズ170

B5･314頁 5,000円 40491-7 C3037 [2015]

A.レヴィーン・J.S.キュアトン著／丹治めぐみ訳

現代アメリカ大学生群像
希望と不安の世代

本書は、全米の大学生と大学関係者への調査をもとに、

ジェネレーション・Xと呼ばれる1990年代の大学生の姿を

多面的に描いたものである。ボランティア活動に熱心で身

近な社会改革に取り組む一方、アメリカの将来には希望を

もてない世代。その分析をふまえ、彼らに必要な要素を大

学カリキュラムに取り入れるよう提言する。
高等教育シリーズ95
四六･248頁 2,900円 30221-3 C3037 [2000]

武内清編著

キャンパスライフの今

大学生はこんな生活を送っている！ 授業、アルバイト、

サークル、デート…etc。さまざまな体験や出会いをする中

で、大学生は独自の文化をつくりあげてきた。「悩みなき青

年期」「モラトリアム化」とも評価される現代の大学生の行

動と、学生文化は戦後、どう変わってきたかを探る。データ

で読む平成版当世学生気質。
高等教育シリーズ123
四六･272頁 2,100円 30276-3 C0037 [2003]

小笠原正明・西森敏之・瀬名波栄潤編

TA実践ガイドブック

大学院生をティーチングアシスタント（TA）として雇い、学部

の授業と学習指導を手伝わせるTA制度にはどのような役

割があり、TAは実際にどのような活動をするのか。授業の

大小、語学や論文作成、実験や情報処理演習での具体的

な指導法や、TAの単位化の問題や北海道大学のTA任用

規定、研修会の実施方法を解説する。
高等教育シリーズ139

A5･160頁 2,800円 40336-1 C3037 [2006]

日本インターンシップ学会関東支部監修／
折戸晴雄・服部治・横山皓一編

インターンシップ入門
就活力・仕事力を身につける

今大学では授業科目としてインターンシップの実施が増加

している。本書では国内外の事例を紹介し、企業や学生に

もたらす効果や意味を検証。インターンシップの準備、スケ

ジュールの組み方、就職活動に生かす方法なども具体的に

紹介する。大学キャリアセンターの職員や教員らが、学生

にアドバイスをするための手引書ともなる。A5･200頁 2,400円 40493-1 C3037 [2015]

島田博司著

学びを共有する大学授業
ライフスキルの育成

人間関係が弱い学生が増えている。学生が人間関係力や

社会性を身につけ、充実したキャンパスライフを送れるよう

に、学びの共同体づくりを目指して「個人研究レポート」「自

分史エッセイづくり」「幸せのレシピづくり」などのプロジェ

クトを仕掛けて、実践した授業を分析、ライフスキルを育成

する大学授業のあり方を考える。
高等教育シリーズ156

A5･340頁 3,500円 40455-9 C3037 [2012]

D.D.スティーブンス・A.J.レビ著／佐藤浩章監訳／
井上敏憲・俣野秀典訳

大学教員のための

ルーブリック評価入門

採点時間を節約し、効果的なフィードバックを与え、学生の

学習を促す評価ツールである「ルーブリック」。ルーブリック

の作り方・使い方から、授業改善・キャリア開発・プログラ

ム評価での活用方法までを具体的に紹介。学生の成績評

価を効率的・効果的に行いたいと考えている大学教員必

読。教育・学習の過程を大きくサポート。
高等教育シリーズ163

B5･204頁 2,800円 40477-1 C3037 [2014]

S.A.アンブローズ他著／栗田佳代子訳

大学における「学びの場」づくり
よりよいティーチングのための7つの原理

学生の学習をどのように支援すればよいのだろうか。研究

成果から導かれた７つの鍵となる学習原理を紹介。実際の

事例を題材にした分析を通し、教員の遭遇する問題の核

心を解明。導き出された原理を学習に活かすための方法、

授業設計に役立たせる方策を具体的に提示する。授業の

改善を目指し、よりよい教育を行うための必携書。
高等教育シリーズ164

A5･268頁 3,200円 40489-2 C3037 [2014]
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中島英博編著

授業設計

学生の学習時間の短さや、学習の質の低さなどの問題解

決に中心的な役割を果たす授業設計。その実践的な指針

と技法をわかりやすく提供する。意欲や態度を育てる授業、

複数教員での授業などの設計方法を示すほか、教材やシ

ラバス例、評価のための基準なども多数掲載。授業経験が

浅い教員から豊かな教員まで広く活用できる。
シリーズ 大学の教授法1

A5･224頁 2,400円 40531-0 C3037 [2016]

中井俊樹編著

アクティブラーニング

大学改革のキーワードになっている「アクティブラーニン

グ」。その定義や背景から、授業での指針、具体的な活用

方法までを紹介する。実践で陥りがちな課題と解決策も解

説。巻末にはアクティブラーニングやアイスブレイクに活用

できるシート付き。大学における教授法の知識と技能を体

系的に提示する全６巻シリーズ、第１回配本。
シリーズ 大学の教授法3

A5･228頁 2,400円 40533-4 C3037 [2015]

S.G.クランツ著／蓮井敏訳

大学授業の心得
数学の教え方をとおして

ユーモアをまじえ、生き生きと語りかけてくる大学授業の実

践的ガイドブック。カンニング、セクハラなどの問題も取り

上げられている。教える教科を問わず、初めて大学で教え

る教師には、本書のアドバイスがきっと役立つことだろう。

また経験を積んだ教師は、教授法に磨きをかけるヒントを

数多く見出すことができる。
高等教育シリーズ83
四六･172頁 2,400円 30041-7 C3037 [1998]

P.J.パーマー著／吉永契一郎訳

大学教師の自己改善
教える勇気

よい授業、よい教育とは？ 大学教師の挫折・不安・絶望を

払拭するためには、技術一辺倒の教育ではなく、教師自身

の個性と原則を重視した授業改善が必要であることを呼

びかける。技術以上のものを備えた人を「プロフェッショナ

ル」というならば、教師の豊かな人間性こそが、教師と学生

と知識を結ぶキーワードになる。
高等教育シリーズ101
四六･272頁 3,200円 30253-4 C3037 [2000]

池田輝政・戸田山和久著

成長するティップス先生
授業デザインのための秘訣集

名古屋大学ウェブ版ティーチング・ティップスを元に、より

一般化して、大学のみならず、高校、各種教育機関でも使

えるように作成された普及版ガイドブック。教員が日ごろの

教育活動の中でしばしば出会う、困ったことや悩みを解決

する、ちょっとしたヒントを提示する。今日からできる授業の

ノウハウを多数収録。
高等教育シリーズ104
四六･192頁 1,400円 30257-2 C2037 [2001]

杉江修治・関田一彦・三宅なほみ編著

大学授業を活性化する方法

大学の授業を改善し、学生の学ぶ意欲を高めようという取

り組みが増えてきている。本書は、自分のめざす授業にあ

てはまる教授法がないという大学教師にも応用可能な授

業の事例を紹介する。教師の個性と目標の立て方の違い

を考慮して、実践事例を数多く扱うとともに、その実践を着

想した根拠・理論まで詳しく解説している。
高等教育シリーズ125

A5･192頁 2,800円 40300-2 C3037 [2004]

A.ブリンクリ・B.デッサンツ・C.フレミング・
C.フォースィ・E.ロスチャイルド著／小原芳明監訳

シカゴ大学教授法ハンドブック

本書の目的は単純明快。大学の教壇に立つ教員に実際に

役立つ、指導のためのアドバイスを提供するものである。

大学の教室で体験した事例をもとに、授業の組み立て方、

講義のしかた、評価の方法など実用的・具体的アイディア

が語られる。新人教員はもとより、ヴェテランの教員にとっ

ても「使えて余りある」ものである。
高等教育シリーズ131

A5･184頁 2,000円 40321-7 C3037 [2005]

K.ベイン著／高橋靖直訳

ベストプロフェッサー

優れた大学教師は何を考え、どのような教え方をしている

のか。教師にとって大切なことは何なのか。ベストプロ

フェッサー63人の授業の進め方と学生への接し方を分析、

学生のやる気を起こし効果的な学習環境を創造する方法

を紹介する。学生の人間的知的成長に大きな影響を与え

た大学教師が心がけているティーチングの基本。
高等教育シリーズ145

A5･216頁 3,000円 40362-0 C1082 [2008]
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夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子著

大学教員準備講座

多様化した学生の教育や高度な研究の推進、地域社会へ

の貢献など、大学教員には専門性の高い職務をなんなく遂

行することが期待されている。本書には、そうした職務につ

いて前もって知っておくべき知識や技能、大学側から求め

られることが体系的にまとめられている。大学教員を志す

大学院生、研究員、非常勤講師や若手教員へ。
高等教育シリーズ149

A5･224頁 2,400円 40400-9 C3037 [2010]

佐藤浩章編

大学教員のための

授業方法とデザイン

教育は教員の教授活動と学生の学習活動から構成されて

いる。この両者の成果が相高まって、初めてよい教育が生

まれる。本書では、大学教員に求められる知識と技術を提

供。授業で学習内容をどのように構成・配置するか、どのよ

うに教えるのかを説明。すぐに使える資料や授業実践例を

掲載。大学教員向け研修の教科書として最適。
高等教育シリーズ150

AB･160頁 2,300円 40418-4 C3037 [2010]

N.エントウィスル著／山口栄一訳

学生の理解を重視する大学授業

大学では、専門や教科を深く理解し、自分自身で批判的に

考え、新しい状況にも柔軟に対応できる知的な技能が求め

られる。そうした技能を学生に身につけさせるには大学教

師はどのように授業を進めればいいのか。教科の論理・体

系によって異なる教授法の具体例と留意点、よい授業のポ

イント、学生との接し方を詳しく解説する。
高等教育シリーズ151

B5･212頁 3,300円 40419-1 C3037 [2010]

L.ディー・フィンク著／土持ゲーリー法一監訳

学習経験をつくる大学授業法

学生が能動的な学習方法を獲得できるようにするには、授

業方法をどう変えればいいのかについてまとめたのが本

書である。意義のある学習経験をつくる統合的なコースデ

ザインの考え方・事例や、学習目標を効果的に達成する

ツールや多くの新しいアイディア・コツを提示する。高等教育シリーズ154

A5･344頁 3,800円 40438-2 C3037 [2011]

A.W.コーンハウザー著／D.M.エナーソン改訂／山口栄一訳

大学で勉強する方法
シカゴ大学テキスト

シカゴ大学の新入生用として作成され、数十年にわたって

使用されてきた簡潔かつ実践的、単刀直入な勉強法のガ

イドブックの改訂版。全米の多くの学生が、ここから数々の

勉強テクニック、戦略、練習法に啓発され、迅速かつ効果

的な学習の仕方を学んだ。大学のみならず、高校等の教育

の場で今すぐ実践できる「超」勉強法！
高等教育シリーズ53

B6･96頁 971円 09731-7 C2037 [1995]

近田政博著

学びのティップス
大学で鍛える思考法

大学生ともなれば、自分の頭で考え学ぶことができなけれ

ばならない。大学での学習法・思考法や自発的に学ぶ習

慣をつけるコツ（ティップス）の数々を紹介する大学生活の

スタートガイド。名古屋大学高等教育研究センターの冊子

版・ウェブ版『名古屋大学新入生のためのスタディティップ

ス』を元に一般学生用に大幅に加筆・訂正。
高等教育シリーズ148

A5･104頁 1,200円 40401-6 C2037 [2009]

天野郁夫編

大学を語る
22人の学長

大学で何が起こり、どのように変わろうとしているのか

――。自ら舵を取り、さまざまな改革を成し遂げてきた個性

的な学長たちが、変動期であればあるほど外部からはうか

がい知れない大学の現実を「たくまざる大学研究者」として

の眼で語る。高等教育シリーズ74
四六･324頁 3,000円 09981-6 C3037 [1997]

苅谷剛彦著

変わるニッポンの大学
改革か迷走か

日本の大学はどこへ向かおうとしているのか。なぜいま改

革が一斉に進んでいるのか。入学者選抜の変化、高等教

育改革の影響、新入生受け入れ、カリキュラム、教育改善

のシステム、大学院などの問題を検討し、拡張と「教育」改

革の最中にある「やさしい時代」の大学で、いったい教育

の質の維持はどこに求めればいいのかを問う。
高等教育シリーズ85
四六･208頁 2,500円 30101-8 C3037 [1998]
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天野郁夫編

学長 大学改革への挑戦

リーダーとしての学長は何をすることを期待されているの

か。16人の学長へのインタビュー集。［主な目次］松前達郎

（東海）／木村孟（東京工業）／井村裕夫（京都大学）／清

成忠男（法政）／小倉芳彦（学習院）／瀬在幸安（日本）／

加藤寛（千葉商科）／中嶋嶺雄（東京外国語）／日本の学

長像／他
高等教育シリーズ100
四六･272頁 2,500円 30252-7 C3037 [2000]

天野郁夫著

大学改革のゆくえ
模倣から創造へ

アメリカの模倣から、現実をふまえた新しい大学像を創造

する段階へ。新世紀を迎えた日本の高等教育の明日を読

み解く。［主な目次］再び「教育革命」を／大学の学力問題

／大学評価を考える／大学と地域の交流／短期大学の危

機／研究大学のゆくえ／大学の新世紀へ高等教育シリーズ108
四六･232頁 2,400円 30260-2 C3037 [2001]

天野郁夫著

大学改革の社会学

近代高等教育制度の発足以来、政府・文部省の「計画と各

種規制」を基軸に組み立てられてきた秩序が、一連のドラ

スティックな改革によって大きく揺らぎ、崩壊しつつある。そ

れに代わる新しい秩序を、だれが、どのように作り出してい

くのか、大学の組織変革、選抜、教養、評価等、大学改革の

様々な局面を社会学的に考察する。
高等教育シリーズ136

A5･288頁 4,200円 40328-6 C3037 [2006]

金子元久著

大学教育の再構築
学生を成長させる大学へ

経済のグローバル化や高等教育のユニバーサル化、そし

て社会や人びとの価値観の変化に伴い、大学教育の根本

的な問い直しが迫られている。大学の教育と学習の大規

模な調査結果を分析。学生が専門的知識や汎用能力を獲

得して自己を確立する体系的な教育プログラムの重要性

や、大学教育と職業との関連などについて考察する。
高等教育シリーズ160

A5･224頁 3,800円 40464-1 C3037 [2013]

P.G.アルトバック編／森利枝訳

私学高等教育の潮流

高等教育の需要が世界的に膨張する中、政府が高等教育

に対する財政支援をしぶる状況を受けて、多くの国で私学

高等教育が劇的に拡大してきている。一方、公立機関が私

立機関と似てくるプライバタイゼーションと呼ばれる現象が

起きている。各国に共通の要素とその国独自の課題に焦

点をあて、私学と高等教育の変容を論じる。
高等教育シリーズ128

A5･256頁 4,500円 40309-5 C3037 [2004]

A.フレックスナ−著／
坂本辰朗・渡辺かよ子・犬塚典子・犬塚典子訳

大学論

アメリカの医学教育に革命をもたらすレポートを発表し、プ

リンストン高等研究所を創設した教育改革者フレックス

ナーの米英独比較大学論。大学の歴史的モデルを設定し

て、近代の高等教育制度を初めて国際比較の視点から論

じ、アメリカの高等教育を挑発的に批判。現代の大学の理

念と機能を考えるうえで道標となる古典的名著。
高等教育シリーズ134

A5･360頁 5,800円 40325-5 C3037 [2005]

有本章編著

変貌する世界の大学教授職

グローバル化や大学政策の転換、情報通信技術の革新な

どを要因として、世界同時で大学改革が進行している。17

か国１地域の大学教授職国際調査をもとに、変革の15年

を経て世界の大学教授はどのような変貌を遂げたのかを

明らかにし、21世紀の日本の大学教授職像の方向性を展

望する。『大学教授職の国際比較』新版。
高等教育シリーズ153

A5･372頁 5,000円 40437-5 C3037 [2011]

馬越徹編

アジア・オセアニアの高等教育

一握りのエリートを養成していた大学の時代はアジア各国

ではもはや過去のものとなった。90年代後半のアジア金融

危機を契機に、大胆な改革戦略を実施に移しつつあるアジ

ア・オセアニア地域の高等教育。欧米の大学への従属から

自立し、国際的競争に耐えうる教育システムの構築に果敢

に挑戦している各国の動きを概観する。
高等教育シリーズ129

A5･248頁 4,500円 40313-2 C3037 [2004]
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P.G.アルトバック・馬越徹編／北村友人監訳

アジアの高等教育改革

アジア地域の高等教育が急激に拡大している主要な原因

はどこにあるのか。歴史的な発展過程を踏まえつつ、高等

教育行政の分権化、私立セクターの拡大、質の保証、産学

連携、国際化の動向など、国民統合や経済開発、教育分野

のグローバル化とローカル化の問題を分析する中から、地

域内の協力への動きと将来への展望を描き出す。
高等教育シリーズ137

A5･416頁 6,000円 40334-7 C3037 [2006]

H.J.パーキン著／有本章・安原義仁編訳

イギリス高等教育と専門職社会

あらゆる大国は往時いかに強大であれ、そのいっときの

「世紀」を謳歌した後は必ず衰退へ向かう。19世紀に世界

の指導勢力であったイギリスもまた然り。このようなイギリ

スの歴史的経験と「専門職社会」というキー概念を考察す

ることにより、転換期にある高等教育と近現代社会との関

係を、国際比較史的観点から解きあかす。
高等教育シリーズ82

A5･152頁 3,000円 11171-6 C3037 [1998]

C.カー著／小原芳明・高橋靖直・加澤恒雄・今尾佳生訳

アメリカ高等教育の大変貌
1960−1980年

黄金の時代を経て、熾烈なサバイバル時代に至る

1960∼80年までの20年間。アメリカ高等教育は、「黄金の

時代」「悩みへ転換の時代」「灰色の時代」を経験し、教育

史上、最も急激な変貌を遂げた。マス型からユニバーサル

型への質的・量的大転換、隠された弱みがさらけ出され、

サバイバル時代に突入するまでを大胆に分析。
高等教育シリーズ66

A5･352頁 5,000円 10501-2 C3037 [1996]

D.ボック著／宮田由紀夫訳

商業化する大学

技術革新、雇用創造、経済成長を促す産学連携や、企業名

を冠したスポーツの試合にてこ入れをし、名声と利益を追

い求めるアメリカの大学。企業家精神溢れる教授と大学が

営利目的の商業活動に積極的になる傾向は、大学という

存在が得ていた信望を損なってはいないか。元ハーバード

大学学長が大学の商業化について語る。
高等教育シリーズ127

A5･232頁 4,200円 40308-8 C0037 [2004]

D.ボック著／宮田由紀夫訳

アメリカの高等教育

1971年から91年までハーバード大学の学長を務めた著者

が、学部教育から大学院の教育・研究、専門職大学院まで

を包括的に分析。科学技術分野などでの新発見、専門知

識の遂行や将来のリーダーの養成に貢献する大学。その

大学が果たす本質的な役割を問い、アメリカの高等教育

が直面する問題や挑戦を考察する。
高等教育シリーズ168

A5･552頁 5,800円 40469-6 C3037 [2015]

岩田弘三著

近代日本の大学教授職
アカデミック・プロフェッションのキャリア形成

大学教授はどのようにして選ばれるのか。明治以降、戦前

までの大学教授の学卒後の経歴を分析することから、日本

の大学教授の養成体制の特徴を明らかにする。職階制と

キャリア形成、大学教授の資格条件、教授市場の閉鎖性、

大学院と学位などを考察するとともに、戦後および近年の

大学教員の養成の問題についても言及する。
高等教育シリーズ152

A5･304頁 4,900円 40431-3 C3037 [2011]

F.ルドルフ著／阿部美哉・阿部温子訳

アメリカ大学史

アメリカの大学史の古典的名著。両親に代わって紳士を

育てるカレッジと、学術研究、専門職教育、および社会奉仕

を推進するユニヴァーシティーの２形態に分けられるアメリ

カの大学の歴史を、植民地時代から現代まで通観する。多

様な機能をもった大学が生まれた経緯、学生の課外活動

が大学の成長に果たした役割を探る。
高等教育シリーズ120

A5･544頁 5,500円 40283-8 C3037 [2003]

橋本鉱市編著

専門職養成の日本的構造

専門職大学院制度の発足や学士課程教育の延長に見ら

れるように、日本の専門職教育は大きな転換期を迎えてい

る。本書は11の職種を取り上げ、省庁による国家資格合格

者数の誘導、専門職団体の政治的戦略など、戦後日本の

専門職養成を取りまく大学・国家・市場のパワーバランスと

その変容を分析し、今後の専門職養成を展望する。
高等教育シリーズ147

A5･260頁 4,200円 40398-9 C3037 [2009]
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橋本鉱市編著

専門職の報酬と職域

近年、専門職は、隣接領域との業務重複や報酬の低下な

ど、大きな社会的変動の中におかれている。本書では、医

師・弁護士・教員など９つの集団をとりあげ、報酬と職域に

焦点を絞り、それを維持するための戦略を論じることから、

日本独自の専門職のあり方を考察。現在の議論に新たな

視点を提供し、今後の研究に一石を投じる。
高等教育シリーズ169

A5･272頁 4,400円 40526-6 C3037 [2015]

中村高康編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学への進学
選抜と接続

戦後日本の高等教育進学率の上昇は高等教育の拡大、大

衆化をもたらした。その要因は何だったのだろうか。高等教

育の拡大は教育機会の平等化を意味するのか。入試制度

や受験競争の功罪、所得格差と高等教育機会の選択、選

抜の原理、高大接続の本質に迫った論考を集成し、その解

題と解説を付す。大学への入り口の問題を究明。
リーディングス日本の高等教育1

A5･348頁 4,500円 40410-8 C3337 [2010]

杉谷祐美子編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学の学び
教育内容と方法

大綱化以降、教養教育と専門教育はどう捉えられているの

か。大学全入時代を迎え、大学教育の質保証や学生の学

習成果が問われる今、リメディアル教育、初年次教育など

の新しい教育プログラムを検証し、学士課程教育改革の

課題を考察する。単位制、シラバス、成績評価や、カリキュ

ラム開発、教授法、授業分析についても論及。
リーディングス日本の高等教育2

A5･378頁 4,500円 40411-5 C3037 [2010]

橋本鉱市編／阿曽沼明裕・阿曽沼明裕企画編集

大学生
キャンパスの生態史

大学生には教育制度における学生層と社会的な青年・若

者層との二つの面がある。本巻ではこの軸と、個別の大学

生の心理的な面と集団的な特性を結ぶ軸との二つの軸か

ら、戦後の青年文化・消費文化の中で揺れ動く大学生の立

ち位置や、学生生活・学生文化、政治・思想・社会運動の側

面、学生生活への不適応の問題を考察する。
リーディングス日本の高等教育3

A5･374頁 4,500円 40412-2 C3337 [2010]

小方直幸編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学から社会へ
人材育成と知の還元

高等教育の人材育成に対する期待がこれまでになく高

まっている。大学だけでなく非大学型高等教育や大学院も

射程に収め、伝統的学生だけでなく非伝統的学生も含め

て、日本の高等教育はどのような人材を育成してきたの

か、またそれは雇用システムとどのような関係を構築するこ

とで機能してきたのか、関連する論考を集成した。
リーディングス日本の高等教育4

A5･370頁 4,500円 40413-9 C3037 [2010]

阿曽沼明裕編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学と学問
知の共同体の変貌

大学の学問といえども社会と無関係ではなく、知の共同体

は戦後社会の変動とともに変貌をとげてきた。大学教授

職、学界や専門分野、研究ネットワーク、学術政策や科学政

策、研究体制（研究組織や研究費）、大学院と研究者養成、

学問と経済、学問研究の倫理、そして産学連携などに関す

る諸研究を通じて、その変貌をたどる。
リーディングス日本の高等教育5

A5･392頁 4,500円 40414-6 C3337 [2010]

村澤昌崇編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学と国家
制度と政策

戦後の高等教育政策はどのようになされてきたのか。大学

の大衆化、政府と大学、私立と公立、設置認可行政、大学

評価と質保証など、日本の高等教育システム全般に関わる

問題や、大学の国際化の本質をどこに見定めればいいか

についての論考を収録。多元化する日本の高等教育の特

質や機能を考察する上での手がかりを示唆する。
リーディングス日本の高等教育6

A5･366頁 4,500円 40415-3 C3337 [2010]

米澤彰純・橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学のマネジメント
市場と組織

今は日常的営みとして語られる大学の「マネジメント」「市

場」「組織」は、いずれも戦後の高等教育の歩みの中で発

見され、具体化した概念である。大学の「マネジメント」概

念が普及する過程でメルクマールとなった研究を、今日の

最先端の実践的研究と照らし合わせて論じ、大学という組

織の本質、大学の自治とは何かを問う。
リーディングス日本の高等教育7

A5･358頁 4,500円 40416-0 C3037 [2010]
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島一則編／橋本鉱市・阿曽沼明裕企画編集

大学とマネー
経済と財政

高等教育の費用は誰がどのように負担しているのか。政府

はどのように大学に資金配分を行い、大学はどのように資

金を獲得し、学内に配分するのか。企業・家計・大学・政府

間のマネーの流通や、教育と所得・経済成長、教育機会の

均等化、産学連携など、高等教育とマネーにまつわる問題

をミクロとマクロで分析した研究を詳説。
リーディングス日本の高等教育8

A5･384頁 4,500円 40417-1 C3037 [2010]

日本高等教育学会編

高等教育 改革の10年

国立大学は法人化の嵐の渦中に投げ出され、再編統合の

動きが加速している。一方、私立大学は少子化のあおりを

受け、厳しいサバイバル戦略の模索を強いられている。過

去10年の新現象は改革とどのような関係にあるのか、高等

教育システムの変容につながるものなのか。システムを構

成するいくつかの側面に焦点を当てて検討する。
高等教育研究6

A5･200頁 2,700円 18033-0 C3037 [2003]

日本高等教育学会編

プロフェッショナル化と大学

法科大学院の設置や経営人材のプロフェッショナル化に

みられるように、様々な領域で高等教育のプロフェッショ

ナルスクール（専門職大学院）化の動きが活発化している。

医師、法曹等の特殊な職業のみならず、一般の職務にまで

専門化した学習が必要とされる社会と、高度専門職業人の

養成を担う高等教育との関係について考察。
高等教育研究7

A5･208頁 2,900円 18034-7 C3037 [2004]

日本高等教育学会

学士学位プログラム

1991年の学校教育法改正により、称号とみなされてきた

「学士」は学位と位置づけられたが、学位課程としての内実

が確立されず、大学院の拡大でさらに曖昧化が進んでい

る。高等教育が普遍化し長期化する中、国際的に適用でき

る学士学位のグランドデザインはどのように描けばいいの

か。各国の学士課程の歴史と現在から考える。
高等教育研究8

A5･240頁 3,300円 18035-4 C3037 [2005]

日本教育経営学会編

高等教育財政

1980年代以降、家計負担の増加や市場メカニズムの導入

等により、世界の高等教育財政は大きな変貌を遂げた。国

公私立大学の財政や教育経済学、国際化と財政、授業料、

科学技術政策と大学財政についての諸論文を掲載。私的

利益を実現する役割と知の創造の源泉となる公共財として

の役割を併せもつ高等教育のありかたを問う。
高等教育研究15

A5･240頁 3,300円 18042-2 C3037 [2012]

日本高等教育学会編

高等教育研究の制度化と課題

日本高等教育学会の研究領域はどのように展開し、その方

法論はどのように蓄積・製錬されてきたのだろうか。設立15

年を迎えた学会の研究活動と役割を、他の高等教育系・教

育学系学会や欧米・アジアの同種の学会との比較を軸とし

て考察。さらに高等教育研究における方法論の批判的検

討と今後の課題について検証を行う。
高等教育研究16

A5･304頁 4,100円 18043-9 C3037 [2013]

日本高等教育学会編

大学教育のマネジメントと革新

大学教育政策が大きく動いている。教学マネジメントの改

革はどこから来て、どこに向かうのか。その影響は何か。マ

クロ（政策）からミクロ（授業）にいたる大学教育の諸相を

実証的に分析し、大学教育マネジメントの可能性と限界を

明らかにする。国際的・国内的文脈をふまえ、広く大学教育

の革新の条件とあり方を構想する。
高等教育研究17

A5･208頁 2,900円 18044-6 C3037 [2014]

日本高等教育学会編

高等教育改革 その後の10年

高等教育政策は2000年代以降どう引き継がれ、今日どの

ような成果あるいは弊害をもたらしたのか。本特集では、マ

クロ・ガバナンス、大学組織の変遷、質保証、大学院改革、

科学技術政策の変遷と高等教育政策、国際化の６つの機

能領域ごとに、評価と検証、今日の問題群への分析、今後

の課題と展望などを考察する。
高等教育研究18

A5･236頁 3,300円 18045-3 C3037 [2015]
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日本高等教育学会編

高等教育研究におけるIR

高等教育政策のなかで焦眉の課題でありながら、基本的

な認識の一致がないまま進展しているIRの現状を、それぞ

れの領域から明らかにする。アメリカでの展開や、大学教

育改革のなかでの役割を検討し、実践的な立場よりも高等

教育研究との接点から広くIRを捉える。研究者のほか、大

学職員や高等教育政策関係者の関心にも応える。
高等教育研究19

A5･212頁 2,900円 18046-0 C3037 [2016]
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初等･中等教育

久野弘幸著

ヨーロッパ教育 歴史と展望

ヨーロッパ統合の下ですすんでいる新しい試み“ヨーロッ

パ教育”は、ヨーロッパ意識の形成と多様なヨーロッパ人の

育成を目指している。ヨーロッパ連合（EU）がイニシアチブ

をとるこの教育政策は、各国の教育の中でどのように位置

づけられるのかを、ヨーロッパ教育が進展してきた過程や、

授業の事例分析から解明する。A5･368頁 6,200円 40304-0 C3037 [2004]

上田学著

日本と英国の私立学校

日本では私立学校がますます人気で、小中学校の数も増

加している。しかし、各学校が独自の教育を提供する私学

は、競争時代に勝ち残っていかなければならない。本書で

は、英国の独立学校（私立学校）の実態を明らかにし、その

組織と運営のあり方を検討。そして、その実情を参考にし

ながら、日本の私学経営の将来像を展望する。A5･176頁 3,500円 40386-6 C3037 [2009]

福本みちよ編著

学校評価システムの展開に関する
実証的研究

学校評価システムの定着・実効化を目指す自治体や学校

は、自己評価・学校関係者評価・第三者評価に関する理解

不足など、多くの課題を抱えている。本書では、国内の先導

的自治体や諸外国を先行事例に学校評価システムの展

開過程を分析。他の自治体でも応用できるよう、システム

開発に向けた促進要因と阻害要因を明らかにする。A5･506頁 10,000円 40466-5 C3037 [2013]

高橋靖直・牛渡淳・高田文子著

教育行政と学校・教師
第三版

社会と時代の所産である教育行政制度の下で行われてい

る学校教育。教育をより活力あるものにするには、この制度

を十分に理解し、生かす努力をする必要がある。教育行政

の基本的事項について解説し、具体的な教育の事実や問

題を通じて学べるように編集された教育行政の入門書。学

校教師を目指す大学生や新任教師向き。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･256頁 1,900円 40302-6 C3037 [2004]

荻須隆雄・齋藤歖能・中留武昭編

遊び場の安全ハンドブック

子どもにとって楽しいはずの公園や保育所・幼稚園園庭と

いった遊び場で、遊具による事故が相次いで起こってい

る。本書では、その事故原因・実態を分析し、事故防止対

策・安全点検活動のための基礎知識、保護者・地域住民へ

の情報提供、協力のありかたを提示する。遊び場の設置・

管理者、遊具製造者、教育関係者必携の一冊。A5･272頁 2,800円 40311-8 C0037 [2004]

三井善止編／近藤洋子・豊田淑恵共著

新 生と性の教育学

人間の生命や性の問題を議論する場合、生理的・生物学

的な次元で語られることが多いが、人格的・精神的な側面

から捉えることこそ大事なのではないだろうか。これら全体

を包含した観点のもとで、「生と性」の教育の目標を、人格

の完成や豊かな人間形成という全人的な認識として捉え

ることの重要性を説く。A5･160頁 2,200円 40323-1 C3037 [2005]

阿久澤栄著

特別支援教育は「特別」なの？

特別支援教育のために教員は何を学べばよいのか？ 本

書では、指導の難しい子どもの行動を理解するために、「高

機能自閉症児」「アスペルガー障害児」「学習障害児（LD）」

「注意欠陥多動性障害児（ADHD）」などの発達障害児の

特性をやさしく解説する。学校現場での子どもへの関わり

方も提示。実際の指導で役立つ一冊である。A5･224頁 2,300円 40385-9 C0037 [2009]
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原田眞理編著

教育相談の理論と方法
中学校・高校編

生徒を理解するために必要な知識や視点、情報・資料収

集の方法、カウンセリングの理論や技法の紹介から、教育

相談活動を有効にするための体制作りを解説。さらに校内

外での連携、保護者との協力体制の在り方を学習する。教

員志望者や現職教員をはじめ、教育に携わる者が生徒や

保護者からの相談を受ける際に役に立つ。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･208頁 2,400円 40511-2 C3037 [2015]

原田眞理編著

教育相談の理論と方法 小学校編

子どもの発達課題や、いじめ・不登校・学級崩壊・インター

ネット関連のトラブルなど教育現場の問題、障害や疾患の

ある児童について理解し、児童のもつ力を伸ばす支援を

考える。カウンセリングの技法、保護者や教員同士の連携

体制づくり、教員のメンタルヘルスにも触れ、児童や保護

者から相談を受ける際に役立つ。教員必携。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･248頁 2,400円 40515-0 C3037 [2016]

沖山吉和編著

教員採用試験の論作文
増補版

教員採用試験では論作文が重視される傾向にある。本書

は、論理的で、教育への使命感や子どもへの愛情がくみ取

れる論作文を書くためのノウハウを解説。教育課題の分

析、書き方例、論作文例が豊富で、幼稚園教師、保育士の

試験にも対応。東京都の最新情報を収録した首都圏採用

試験の分析付。A5･164頁 1,600円 40451-1 C3037 [2012]

木村久一著

早教育と天才

著者は教育学者・心理学者として知られる。本書が出版さ

れた当時（大正時代）の学界・教育界に一大波紋を投げか

け、今日の早期音楽教育の考え方の基礎をつくった。早期

教育が混乱した形で主張・実践されている現代教育界の

原典であり、警鐘書でもある。

B6･292頁 1,500円 08362-4 C1037 [1977]

小川信夫著

親に見えない子どもの世界

急激に変化する教育環境において、子どもたちの悩みは尽

きない。そのなかで、親と子の絆はどのような状況にあるの

か？ 親と子は、現出するさまざまな課題をどのように受け

とめ、どのように打開し、互いに何を発見したのか？ 学校

の外での教育課題と打開策を、実例を交えて、臨床心理学

の立場から展開する。B6･208頁 1,800円 09321-0 C1037 [1992]

上田薫著

よみがえれ教師の魅力と迫力

「現代社会は、とくに教育は、人間の人間としてのありかた

を容赦なく問うべきである。今は裸の自分をそれぞれがと

ことん凝視すべきである。そうすれば、教師の眼に子どもひ

とりひとりの人間としての生き方が、いやでも見えてくる」。

五十余年の小・中学校の教師たちとの関わりから語る、著

者の滋味溢れる苦言・進言・提言。四六･248頁 2,500円 30211-4 C0037 [1999]

加藤幸次編

教育課程編成論

2008年に改訂された小・中学校の学習指導要領は、「生き

る力」という理念を継続したうえで、基礎的・基本的な知

識・技能の習得、言語活動の充実などといった方針が示さ

れ、また一方で、「総合的な学習の時間」が削減されるなど

した。本書では、今回の改訂がどのような議論や考えかた

を背景にしているのかを、具体的に解説する。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･240頁 2,200円 40395-8 C3037 [2010]

加藤幸次編

教育課程編成論
第二版

2008年に改訂された小・中学校の学習指導要領は、どん

な議論や考え方を背景にしているのか。実際の学校教育

を具体的に眺め、教育課程の意義、カリキュラムの編成原

理、評価の意義、指導要領の歴史などを解説する。基礎的・

基本的な知識・技能の習得、言語活動の充実……。現代の

学校教育を考えるヒント。2010年初版の改訂版。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･240頁 2,200円 40432-0 C3037 [2011]
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坂野慎二・福本みちよ編著

学校教育制度概論

教員を志す者は、学校教育の現状について分析的視点に

立ち、課題を本質的に解決せねばならない。そのために

は、学校教育を経験的にとらえるだけではなく、理論的に理

解することが不可欠である。本書では、学校教育制度の基

本的な視座、変動する社会における学校教育制度の歴史

的発展過程や課題を整理。要点を押さえた入門書。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･232頁 2,200円 40447-4 C3037 [2012]

佐久間裕之編著

教職概論

教員とはいかなる存在か、いかなる職業か。おもに教員志

望者を対象に、教職の意義から教員の職務、資質能力、研

修や評価、学校経営までを、基礎からくわしく説く教科書。

教職に関する重要事項を解説し、教職界の現状と課題を

考察する。各章末には課題を設け、学習・研究に役立てる。

巻末には関連する法令等を掲載。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･224頁 2,000円 40448-1 C3037 [2012]

北村文夫編著

学級経営読本

教育活動の基盤である学級の経営をいかに進めるか。子

どもの発達段階や現実の課題をふまえ、具体的に事例や

ポイントを解説する。学級づくりの基礎基本から、教師とし

て知っておきたい法令やメンタルヘルスまで、これからの

時代に求められる実践的指導力や、学校現場で生かせる

知識と技を身につける。教員・教員志望者必携。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･256頁 2,400円 40452-8 C3037 [2012]

D.F.ウォーカー・J.F.ソルティス著／佐藤隆之・森山賢一訳

カリキュラムと目的
学校教育を考える

現職教員や教員志望の学生・院生向けのテキスト。学校教

育の目的とカリキュラムをめぐる諸問題について、実際に

「考える」ことに主眼をおいて解説している。カリキュラムや

目的に関し教師が教室で実際に直面する問題やケースス

タディを多く取り上げ、専門職としての教師に求められる判

断力や問題解決力の育成を促す。A5･200頁 2,800円 40494-8 C3037 [2015]

山口榮一著

視聴覚メディアと教育

コンピュータ・ネットワークの実現と情報機器のデジタル化

は、従来言い慣わされてきた教育機器のイメージを一変さ

せた。映画、スライド、テレビ、VTRなどの視聴覚機器からイ

ンターネットへとアナログからデジタル化するメディアの変

遷と教育利用の仕方について解説。教育に視聴覚メディア

の利用を考える人への手引き。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･208頁 1,900円 40303-3 C3037 [2004]

山口榮一著

授業のデザイン

授業はどのように計画すればいいのだろうか。授業を計画

し、実行し、評価する流れを、システムとしてとらえる発想か

らの授業論。学習者がむりなく、むだなく、楽しく学べるよう

に、教師が学習者と積極的にかかわり、教育活動を意図

的、計画的に働きかけるプログラムとしてデザインする方

法と技術を、具体例を挙げ詳述する。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･216頁 1,900円 40322-4 C3037 [2005]

山口栄一著

教材作りのための

FLASH 20 Lessons

「つくりながら学び、学びながら遊ぶ」をコンセプトにタイム

ラインとアクションスクリプトを使ったマルチメディア教材

の作り方を説明しています。プログラム初心者向きに、ア

ニメーションの基礎、テキスト・画像・音を組み合わせる技

術を解説。情報教育を学び教える学生・教師や企業研修

の参加者に最適。CD−ROM付。B5･200頁 2,800円 40331-6 C3055 [2006]

後藤芳文・伊藤史織・登本洋子著

学びの技
14歳からの探究・論文・プレゼンテーション

研究テーマの決め方から情報収集の方法、マインドマップ

や探究マップなどのツールを活用した論文やプレゼンテー

ションの効果的な工夫まで。玉川学園中学部３年生の実践

をもとに、ラーニング・スキルの「技」を見開き形式でわかり

やすく紹介する。中高生のほか、あらゆる年齢の人に必要

な力が身につく。探究型学習に必携。
YAアカデミック・シリーズ

A5･152頁 1,600円 40497-9 C1000 [2014]
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P.J.ファリス・D.E.ウェルデリッヒ著／高橋邦年監訳／
渡辺雅仁・田島祐規子・満尾貞行訳

ランゲージアーツ
学校･教科･生徒をつなぐ６つの言語技術

アメリカでは第５版を数える、定番書籍の日本語翻訳版。

言語に関する能力を基盤に、思考力、判断力、表現力など

を育むための具体的な指導方法と、先行研究を踏まえた

論理的な裏付けの双方を提供する。小中学校の国語科だ

けでなく、小学校から大学までの英語学習活動にも示唆に

富む内容。英・和キーワード対照リスト、索引付き。B5･356頁 3,800円 40519-8 C0037 [2016]

福岡淳子著

司書と先生がつくる学校図書館

学校図書館を活用した学習は、すべての子どもに必要な学

びの基礎力を育む。そして司書と教師が協働することで、

系統的な読書指導が可能となる。学校司書としての15年

間の体験から、一人ひとりの読書力に合わせた読書支援

の方法と、学校司書のもつ多様な活動の可能性を具体的

に説く。読み聞かせなどでのお薦め本リスト付き。A5･312頁 2,000円 40527-3 C3037 [2015]

玉川学園小学部編

おもしろい授業のプラン
玉川学園小学部総合科の実践

子どもが楽しく取り組み、教師も楽しく教えられる。こんな授

業をやってみたいと思いませんか？ 玉川学園小学部の

低学年教育は、自然・社会・生活・行事・造形など子どもた

ちの日常生活にかかわりのある内容を取り込んだ「総合

科」を設置している。その実践の成果を活動中の写真や子

どもの作品とともに紹介する。A5･176頁 2,000円 11471-7 C2037 [1999]

加藤潤著

マルチメディアと教育

社会がマルチメディア化している中で、あらゆる教育問題

がテクノロジーで解決されるという過大な期待にとらわれ

ていないだろうか。本書は、マルチメディアと教育の関係

を、活字文化とマルチメディア社会、ライフスタイルとアイ

デンティティ、ネットワーク社会と学校の変容等から、教育

社会学的に考察する。四六･208頁 2,600円 30151-3 C0037 [1999]

北野日出男・樋口利彦編著

自然との共生をめざす環境学習

きれいな花を愛で、流れる雲に不思議を感じる。生き物や

地球環境に興味をもつ子どもに育てるために、大人ができ

ることは何でしょうか？ 身近にある自然のしくみのおもし

ろさ、不思議さ、美しさなどに「驚きの目」をもつ機会をつく

ることから始めましょう。「総合的な学習の時間」にも活用で

きる20の実践事例を紹介しています。A5･228頁 1,600円 40270-8 C0037 [2002]

茅野敏英編著

考える力を高める体験学習

大人になっても忘れることのない考える力や知識を、体験

を通して確実に子どもたちに獲得させる方法と理論を解説

する。セカンドスクールでの教育課程実施例や、自然体験

や社会体験・文化体験に取り組んだ事例、教員養成とリン

クした例など、確かな学力が身につく創意工夫をこらした

体験学習の進め方の実際を詳しく紹介する。B5･160頁 2,600円 40348-4 C1037 [2007]

高橋貞雄編著

新しい英語教育の展開

小学校から高校までを一つの線上に並べ、社会のニーズ

や教育改革を見据えた新しい英語授業のあり方を提案す

る。英語で行う授業、語彙・表現の指導にコーパスを活用し

た授業などの方法を解説するとともに、到達目標の設定や

学習評価の仕方も詳述。英語科教職課程に在籍中の学生

のほか、現職の英語科教員の研修でも活用できる。B5･256頁 2,500円 40512-9 C3082 [2016]

松野康子著

松野康子先生の

算数はこう教える！

プロ教師が語る、算数授業の極意。実際に20の問題を解

きながら、その指導法を具体的に提示する。授業は子ども

から学んでつくりあげるもの。子どものひらめき、つまずき

を大切にし、現場で使える簡潔・明瞭・的確なポイントを紹

介する。「算数ぎらい」をなくし、算数を通して子どもたちに

「生きる力」を身につけさせる。B5･128頁 1,800円 40375-0 C0037 [2008]
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森島久雄著

いま、国語にできること
「生きる力」を考える

「格差社会」が叫ばれて久しいが、子供を取り巻く環境でも

格差が広がっている。そのなかで教育はどうあるべきか

――。本書では「言葉」という観点から、人間として豊かに生

きていく力の育成を志向した「生き方教育」の視点を提示

する。具体的な教材・事例も取り上げ、単なる学力の向上

ではない国語教育の現代的可能性を示す。四六･224頁 1,800円 30287-9 C0037 [2007]

松本修編著

読みの交流と言語活動
国語科学習デザインと実践

国語科学習において、文学教材の読みを成立させるには、

探究的な〈問い〉をもとにした「読みの交流」が有効である。

どうすればよい〈問い〉を作ることができ、交流を活性化で

きるのか。学習を支える理論を整理・検証しつつ、「白いぼ

うし」「少年」などでの授業事例を丁寧に分析。ワークシート

も付し、教員の実践や研究に役立つ。B5･184頁 2,500円 40528-0 C3037 [2015]

J.ブルースター・G.エリス著／佐藤久美子編訳／
大久保洋子・杉浦正好・八田玄二訳

「小学校英語」指導法ハンドブック

本書は、初級レベルの英語を外国語として教えようとする

英語教師向けに、そのノウハウを説いたガイドブックであ

る。多くの実例をあげて、児童にどのように英語を教える

か、教材の選び方、レッスンプラン、クラス運営、さらに教育

機器の使い方まで具体的に示す。児童英語教師および児

童英語教師志望の学生にとって必携の書。A5･384頁 3,600円 40326-2 C3082 [2005]

佐藤久美子・松香洋子著

きょうから私も英語の先生！
小学校英語指導法ガイドブック

小学校英語の意義から、具体的なカリキュラム案、授業案、

指導法までを網羅する一冊。現場で教えるために必要なこ

とを、子どもの言語獲得に関する研究成果から具体的に提

示。小学生が好む歌・チャンツ、ゲーム、絵本の読み聞かせ

などの指導法も示し、子どもたちが楽しめる活動案を提供

する。すぐに使える教材、CDも付す。B5･216頁 3,000円 40349-1 C3082 [2008]

J.ブルースター・G.エリス著／
松香洋子監訳／八田玄二・加藤佳子訳

先生、英語のお話を聞かせて！
小学校英語「読み聞かせ」ガイドブック

絵本の読み聞かせは、小学校英語の授業で教師が取り入

れやすく、日本人にも指導しやすい分野である。本書では、

教室でどのように読み聞かせをおこなうのか、その理論か

ら教材の選定、マルチメディアの利用法、評価のしかたま

でを具体的に解説する。教室でそのまま使えるワークシート

もつけた、すぐに使える実践的な一冊。B5･304頁 3,800円 40350-7 C3082 [2008]

S.リクソン・小林美代子・八田玄二・宮本弦・山下千里編著

チュートリアルで学ぶ

新しい「小学校英語」の教え方

大学などで学生と指導教員の間で交わされる面接指導

「チュートリアル」。早期英語教育を研究する日本人留学生

のマナブと、シーラ先生のチュートリアルを疑似体験しなが

ら、小学校英語の全般を理解する。指導者の基本的な姿勢

から、語彙・文法・発音などの教授法、ゲームや歌など遊び

を効果的に利用する技術をまとめた１冊！B5･408頁 3,600円 40459-7 C3082 [2013]

谷本智希・土居克行著

教師のための音楽の基礎
楽典から和声まで

最も初歩的な基礎理論。大学・短大生のテキストに最適。

［主な目次］楽典 譜表／拍子／音程／音階／調／記号

と用語 和声学 和音／和音の連結／転調／その他の

和音

B5･74頁 1,800円 13051-9 C3037 [1981]

高森義文著

音楽の基礎知識
学級担任のための音楽

小学校・幼稚園教論を目指す人々のための音楽の基礎。

［主な目次］基本的事項／記譜法／音名／音符と休符／リ

ズム／拍子／音階／音程／和音／メロディーに和音をつ

ける方法／コードネーム／日本の音階とメロディー／他

B5･96頁 1,800円 13101-1 C3037 [1985]
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村田昇著

道徳教育の本質と実践原理

道徳教育の本質的なあり方を、我が国の道徳教育の歩み

を辿りつつ、人間生活とのかかわりから明らかにする。ま

た、学習指導要領で特に強調される「宗教的情操の育成」

の重要なテーマである「生命に対する畏敬の念」や「豊か

な体験」の具体的指導方法についても詳しく解説する。教

職科目のテキスト、学校現場の先生方に最適。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･200頁 2,200円 40433-6 C3037 [2011]

村田昇編著

道徳の指導法
第二版

教育基本法、小中学習指導要領の改正に対応した第二

版。子どもたちの“生きる力”を育むためには初等・中等教

育における道徳教育の更なる充実が求められる。本書は、

道徳教育のあり方を、公正な立場から全体的・本質的に解

明し、実践への手がかりを提示したものである。大学およ

び短大でのテキスト・参考書として最適。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･184頁 1,800円 40384-2 C3037 [2009]

吉本澄子著

手あそび指あそび

歌に合わせて楽しく身体を動かす。300余曲に音譜付。［主

な目次］１歳ぐらいまでに適した遊び あがりめさがりめ

２歳 ロンドン橋／むすんでひらいて ３歳 デンデン虫

／ポンポコたぬき ４歳 わたしは白雪姫 ５歳 アイス

クリーム／線路は続くよどこまでも ６歳 アルプス一万

尺／ごんべえさんの赤ちゃん／他B5･320頁 2,800円 05291-0 C2073 [1986]

高森義文・朝日育也著

歌あそび 春・夏

［主な曲目］チューリップ／ちょうちょう／めだかのがっこう

／かたつむり／おつかいありさん／手を叩きましょう／手

を洗おう／ごちそうさま／パパの誕生日／キラキラ星／大

きなくりの木の下で／げんこつ山のたぬきさん／むすんで

ひらいて／ごんべさんのあかちゃん／他幼児・児童の創るシリーズ4

A5･160頁 1,200円 05341-2 C2337 [1981]

高森義文・朝日育也著

歌あそび 秋・冬

［主な曲目］とんぼのめがね／どんぐりころころ／いぬのお

まわりさん／ぞうさん／サッちゃん／おもちゃのチャチャ

チャ／イエスさまのたんじょうび／おしょうがつ／うれしい

ひな祭り／おちゃらかホイ／だるまさん／かごめかごめ／

他、絵かき歌など多数幼児・児童の創るシリーズ5

A5･160頁 1,200円 05351-1 C2337 [1981]

玉川学園女子短期大学編

保育者のための幼児の歌50選

公・私立幼稚園にアンケート。最も使われている曲精選。

［主な目次］春 チューリップ／こいのぼり 夏 うみ／た

なばたさま／しゃぼん玉 秋 うんどうかい／山の音楽家

／もみじ 冬 お正月／たきび／うれしいひなまつり 生

活のうた おはよう／ハッピーバースデェイトゥユー ピア

ノ曲 ゆかいに歩けば／聖者の行進／他A4･124頁 1,500円 13092-2 C2073 [1988]

小宮路敏著

歩いてゆこう

小学校の音楽授業で歌って楽しめる教材曲56曲伴奏付。

［主な目次］歩いてゆこう（二部合唱）／たのしい朝だ（三

声輪唱）／春です（三部合唱）／血液型を知りましょう（五

声輪唱）／大工のおじさん（四声輪唱）／歩け若人／他

B5･106頁 1,500円 13111-0 C2073 [1987]

吉本澄子著

リズムあそびとムービング

歌に合わせて楽しく身体を動かすムービングは、手と手、心

と心を通してコミュニケーションできる豊かな遊びです。子

ども達の健やかでバランスのとれた心身の発達を願い、豊

かなコミュニケーションを育んでいくことを目的としたもの

です。掲載曲全110曲を、すべて楽譜とイラストで紹介しま

した。B5･152頁 2,000円 13161-5 C2073 [1995]
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小宮路敏著

つたえよう手のぬくもりを
リズムあそび

子どもたちが楽しく遊べ、親や子ども同士と心のふれあい

を深められるリズム遊びの歌35曲を掲載。遊びかたやア

レンジのしかたをイラスト付きで詳しく説明した幼児・児童

用の指導書。子どもたちとのかかわり方や教師の心構えを

実際例や聖書の章句を引いて紹介したコラムや筆者の体

験談のコーナーもあります。B5･104頁 1,500円 13206-3 C2073 [2005]

玉川学園編

たのしい歌

ゆかいなリズム遊びを中心に展開する楽譜付歌集。たのし

い挿絵と、みんなで歌える集いの歌、四季の歌、英語の歌

など174曲を収録。小学生を対象としたたのしい歌集。

A5･96頁 12976-6 C0073 [1973]

千葉佑編著

うたおう 楽しい歌
輪唱・遊び歌・合唱

幼児から児童向の輪唱曲と遊び歌155曲と、やさしい合唱曲

16曲を掲載。歌遊びの仕方や指導のポイント付き。子どもたち

の生活を豊かにする、魅力のある曲、やさしくて音楽性の高い

曲、難しいけれども歌いがいのある曲を精選しました。歌う楽し

さを子どもたちは求めています。声を合わせ、リズムをとって、

楽しく歌いましょう。保育士、小学校教師の方へ。A5･160頁 1,200円 13202-5 C2073 [2004]

千葉佑・長嶋亨編

ともだちのうた
玉川学園 伴奏譜つき楽譜集

〈友だち〉をテーマに、みんなで楽しく歌える合唱曲、輪唱

曲、リズム遊びの曲などを選曲。創立以来、子どもたちの生

活に根ざした「生活音楽」を追求してきた玉川学園が贈る、

伴奏譜つき楽譜集。歌は大きな、楽しい力をもっている。児

童や教師がつくった玉川生まれの曲も収録。玉川の丘で

歌い継がれてきた魅力ある曲を収録。B5･96頁 1,300円 13204-9 C2073 [2006]

千葉佑・長嶋亨編

きぼうのうた
玉川学園 伴奏譜つき楽譜集

〈希望〉をテーマに、みんなで楽しく歌える合唱曲、輪唱曲、

リズム遊びの曲などを選曲。創立以来、子どもたちの生活

に根ざした「生活音楽」を追求してきた玉川学園が贈る、伴

奏譜つき楽譜集。心の奥底に響く音楽は、生活を豊かにす

る。児童や教師がつくった玉川生まれの曲も収録。玉川の

丘で歌い継がれてきた魅力ある曲を収録。B6･96頁 1,300円 13205-6 C2073 [2006]

玉川学園編

合唱アルバムⅡ

高校生用の混声合唱曲集。伴奏譜付き。［掲載曲］ゆかい

な旅の日／新しき日／旅ゆくこの日／いざ！ 歌わん／山

／草原の別れ／春／ふるさと楽し／山によせて／蚊のカ

ノン／またあう日まで／ともだちのカノン／夢讃歌／緑の

森よ／海は心／夏の朝／そうらん節／たたえよ主の御名

／ほめまつれ／他A5･46頁 13208-7 C2073 [2007]

高森義文著

メロディーにピアノ伴奏を！
ドミソの和音からはじめよう

「ピアノが苦手」「メロディーに伴奏を付けられるようになり

たい」「もう少し上手に伴奏が弾けるようになりたい」と思う

人のためのテキスト。練習例として、文部省学習指導要領

にある歌唱共通教材を豊富に収録。小学校、幼稚園の先

生、教員採用試験合格を目指す学生対象。ピアノに親し

み、遊びたいと考えている方々にも最適。B5･144頁 2,000円 13171-4 C3073 [1996]

松本修編著

小学校国語

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト

となっている。国語科の創造的で楽しい授業をデザインす

るための基礎力を身につけることができる。
教科力シリーズ

A5･212頁 2,400円 40500-6 C3337 [2015]
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寺本潔編著

小学校社会

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト。

教科内容と具体的で分かりやすい解説は、社会科教材に

内含される価値に気付く。
教科力シリーズ

A5･228頁 2,400円 40501-3 C3337 [2015]

守屋誠司編著

小学校算数

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト。

算数科の内容の理解とともに、指導するときのポイントや

留意点についても体験・体得できる。
教科力シリーズ

A5･234頁 2,400円 40502-0 C3337 [2015]

石井恭子編著

小学校理科

小学校の教科実践力の基礎を育む、自学自習テキストシ

リーズ。学習指導要領・平成20年改訂に対応。教員の力量

形成において重要な、各教科の内容構成の理解を目的と

する。物理、化学、生物、地学の各分野について、特別な器

具がなくてもできる実験や、身の回りの自然現象への観察

方法を多く取りあげ、理科の概念理解を促す。
教科力シリーズ

A5･212頁 2,400円 40503-7 C3337 [2016]

寺本潔編著

小学校生活

小学校の教科実践力の基礎を育む、自学自習テキストシ

リーズ。学習指導要領・平成20年改訂に対応。教員の力量

形成において重要な、各教科の内容構成の理解を目的と

する。具体的な場面を想定しながら、体験や活動を軸に、

気付きを生み出す生活科の全体像を捉える。各単元の計

画目標、実施方法、評価の観点なども解説する。
教科力シリーズ

A5･184頁 2,400円 40504-4 C3337 [2016]

高島二郎・川崎登志喜編著

小学校体育

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト。

苦手意識の高いといわれる体育を指導する際の必携書と

なるべく構成した。
教科力シリーズ

A5･220頁 2,400円 40505-1 C3337 [2015]

梅沢一彦編著

小学校音楽

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト。

音楽科の基礎的事項から具体的楽曲の紹介など授業実

践の要点をまとめた。
教科力シリーズ

A5･180頁 2,400円 40506-8 C3337 [2015]

池﨑喜美惠編著

小学校家庭

小学校各教科内容の解説を主とし、教科実践力の基礎を

担う教員志望者のためのシリーズ。学習指導要領・平成20

年改訂に合わせた。教師の力量形成のうえでも重要な、各

「教科」の内容構成の理解を目的とする自学自習テキスト。

家庭科の基本的事項に重点をおき、さらに発展的学習に

よって多くの知見を得ることができる。
教科力シリーズ

A5･228頁 2,400円 40508-2 C3337 [2015]

植松雅美編著

小学校指導法 国語

［主な目次］Ⅰ国語科教育の理論と方法・国語科教育の意

義と役割・国語科教育の目標と内容・学習指導要領に基づ

いた学習指導計画・国語教育の指導法と評価・Ⅱ国語科

教育の実践・話すこと・聞くことの指導・書くことの指導・読

むこと――説明的文章の指導・読むこと――文学的文章の

指導・読書指導・他
教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40420-7 C3037 [2011]
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寺本潔編著

小学校指導法 社会

［主な目次］Ⅰ社会科教育の理論と方法・社会科教育の意

義と役割・社会科の目標と内容・学習指導要領にもとづい

た社会科の指導計画・社会科の教材構造図と学習指導

案・評価の基本的な考え方・Ⅱ社会科教育の実践・社会科

の学習過程と地域学習・国土学習と歴史学習の単元指

導・社会科の多様な学習活動・他
教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40421-4 C3037 [2011]

守屋誠司編著

小学校指導法 算数

［主な目次］Ⅰ算数科教育の理論と方法・算数・数学科教

育の意義と役割・算数・数学科教育の目標と内容・算数・

数学教育の歴史・世界の算数・数学教育・Ⅱ算数科教育の

実践・数と計算 1・数と計算 2・量と測定・図形・数量関係・

算数的活動・授業づくりと指導の方法教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40422-1 C3037 [2011]

梅木信一編著

小学校指導法 理科

［主な目次］Ⅰ理科教育の理論と方法・理科教育の意義と

役割・理科教育の目標と内容・理科教育の変遷・理科教育

の指導法と評価・学習指導要領にもとづいた学習指導計

画・学習指導案の作成・Ⅱ理科教育の実践・A区分「エネ

ルギー」の学習・他教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40423-8 C3037 [2011]

寺本潔編著

小学校指導法 生活

［主な目次］Ⅰ生活科教育の理論と方法・生活科教育の意

義と役割・生活科の目標と内容・生活科と他教科等との関

係・生活科と幼児教育・生活科の評価・Ⅱ生活科教育の実

践・授業づくり――自然と自分とのかかわり・生活科におけ

る科学的見方の基礎・他教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40424-5 C3037 [2011]

渡邊千惠子編著

小学校指導法 図画工作

［主な目次］Ⅰ図画工作科教育の理論と方法・図画工作科

教育の意義と役割・図画工作科教育の目標と内容・図画・

手工（図画工作）教育の歴史・子どもの成長と造形活動・図

画工作科の学習指導計画と評価・Ⅱ図画工作科教育の実

践・図画工作科の学習指導の実際・他教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40425-2 C3037 [2011]

池﨑喜美惠編著

小学校指導法 家庭

［主な目次］Ⅰ家庭科教育の理論と方法・家庭科教育の意

義と役割・家庭科の目標と内容・家庭科教育の歴史・家庭

科の学習指導・家庭科の評価・Ⅱ家庭科教育の実践・家庭

生活と家族・日常の食事と調理の基礎・衣服の着用と手入

れ及び被服製作・快適な住まい方・他教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40426-9 C3037 [2011]

金井茂夫編著

小学校指導法 体育

［主な目次］Ⅰ体育科教育の理論と方法・体育科教育の意

義と役割・体育科教育の目標と内容・学習指導計画の作

成・評価と評価の観点・体育の管理・Ⅱ体育科教育の実

践・体つくり運動・器械運動・陸上運動・水泳・ボール運動・

表現運動・保健領域教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40427-6 C3037 [2011]

北村文夫編著

指導法 特別活動

［主な目次］Ⅰ特別活動の理論と方法・特別活動とは何か・

教育課程と特別活動・各活動・学校行事の目標と内容・特

別活動の指導・Ⅱ特別活動の実践・特別活動の全体計画

と各活動・学校行事の指導計画・特別活動の実践・特別活

動における学校安全と危機管理・特別活動における評価教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40428-3 C3037 [2011]
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梅沢一彦編著

小学校指導法 音楽

平成23年度より全面的に実施された「学習指導要領」を平

易に読み解き、各教科・各領域の指導内容や指導方法を

具体的に提示するシリーズ。小学校では、授業に限らず朝

のつどいや運動会、入学・卒業式などさまざまな行事にお

いて音楽は欠かせない。本書では、豊富なサンプルを取り

上げ、そのまま授業などに生かせる素材を収録。
教科指導法シリーズ

B5･232頁 2,000円 40518-1 C3337 [2016]

金平正・北島春信・平松尚樹編

小学漢字らくらくマスター 1年生

［主な目次］字がよめるってすばらしい／町にはいっぱい

字があるよ／ひらがなのかたち／小さく かく字／つまる

おとの「っ」小さくかく「っ」／のばす音／カタカナことば／こ

とばとぶん／もののかたちから 漢字ができた／漢字おも

しろ おぼえじゅつ／他

A5･96頁 ,952円 05878-3 C8381 [2005]

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 2年生

［主な目次］漢字からできたかたかな／長くのばすことば

／読み方いろいろ／漢字のつかい方／漢字の計算／書き

じゅんのきまり／画数はいくつだ／正しい書きじゅん／漢

字パズル／画数つなひき／同じ画数／分かるのか？ 分

けるのか？／他

A5･96頁 ,952円 05879-0 C8381 [2005]

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 3年生

［主な目次］漢字に「挑戦」／一つのことばから、ことばが。

つぎつぎと生まれ出る。／漢字のでき方／むかしの字を見

て／部首をおぼえよう へん・つくり・かんむり・あし・たれ・

にょう・かまえ／じゅく語をおぼえよう／漢字の読み方／書

きじゅん／他

A5･96頁 ,952円 05880-6 C8381 [2005]

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 4年生

［主な目次］あなたもなれる漢字の博士／文字のたんじょう

／漢字の使われ方／漢字に強くなる／漢字の読み方／目

と眼のはなし／同音異義語／漢字の部分（部首）に強くな

ろう／熟語に強くなる／熟語クロスワード／矛盾したはな

し／他

A5･104頁 ,952円 05881-3 C8381 [2005]

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 5年生

［主な目次］国字ってなんだ／同じ読みだが意味がちがう

／音訓読み「たぶんそうだろう」／むずかしい読みの熟語

／重箱読みってなんだ？／湯桶読みってなんだ？／画数は

どんなことに役立つか／きれいに字を書く／反対の意味の

漢字／わかりにくい部首／他

A5･104頁 ,952円 05882-0 C8381 [2005]

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 6年生

［主な目次］日本語の専門家に／こんなにある日本製の漢

字／英語がラクか日本語がラクか／カタカナでできた漢

字／熟語に強くなろう／同訓異字に気をつけよう／読み方

の多い漢字／筆順ルール集／送りがなルール集／和語と

漢字／読み方と使い方／他

A5･112頁 ,952円 05883-7 C8381 [2005]

B.ウェイ著／岡田陽・高橋美智訳

ドラマによる表現教育

ドラマは生き方の練習。イギリス演劇教育の代表的著作。

［主な目次］ドラマの役割／人間を考えよう／身近なことか

ら始めよう／想像する／ムーブメントと音を利用する／話

すこと／感受性と人物づくり／即興劇／闘争と暴力／劇

づくりと劇の構成／何でも起りうる空間／社会ドラマ／他

A5･284頁 2,200円 12432-7 C3074 [1977]
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太宰久夫編

子どもと創る演劇

子どもから大人まで誰もが見て読んで楽しい学校劇の創り

方の本です。舞台の演出、製作の第一線で活躍するプロ

の演劇人が、それぞれの基本を詳しく解説。台本や演出、

照明、衣裳を工夫して劇を創る方法が学べます。劇を創り

上げるプロセスを経験することで、子どもたちは豊かな表

現力、コミュニケーション力を培っていきます。B5･136頁 3,800円 40359-0 C2074 [2008]

岡田陽・落合聰三郎編

玉川中学校劇集 1

好評の「玉川学校劇集」中学校版。永年の実践を通して生

み出されたものだけに、出演者の数、上演時間、大道具・小

道具の工夫、演出の手引きなど細かな配慮がなされてい

る。生徒全員での創造活動に最適。

A5･228頁 2,200円 12391-7 C2337 [1980]

岡田陽・落合聰三郎編

玉川中学校劇集 2

好評の「玉川学校劇集」中学校版。永年の実践を通して生

み出されたものだけに、出演者の数、上演時間、大道具・小

道具の工夫、演出の手引きなど細かな配慮がなされてい

る。生徒全員での創造活動に最適。

A5･230頁 2,200円 12401-3 C2337 [1980]

岡田陽・落合聰三郎編

玉川中学校劇集 3

好評の「玉川学校劇集」中学校版。永年の実践を通して生

み出されたものだけに、出演者の数、上演時間、大道具・小

道具の工夫、演出の手引きなど細かな配慮がなされてい

る。生徒全員での創造活動に最適。

A5･280頁 2,200円 12411-2 C2337 [1980]

岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 1
低学年

［収録台本］赤いはねのあるうさぎ／おへそとかみなり／わ

たしたちとくさばな／さるかに合戦／ここはみんなのひろ

ばだよ／アイウエオものがたり／こいのぼりとひばり／ト

ウモロコシはだれのもの／ことりはとってもうたがすき／

お人形ビューティー 全10編

A5･220頁 2,000円 12611-6 C2337 [1985]

岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 2
低学年

［収録台本］水のみば／おいしいおにぎりを食べるには／

まきばのさいばん／影あそび／赤い木の実はだれのもの

／童謡２篇／ライオンとネズミ／キツネとカラス／小さな赤

いめんどり／大きな木とちびっ子／王様の耳はロバの耳

／ゴロちゃんとあそぼう 全12編

A5･208頁 2,000円 12621-5 C2337 [1985]

岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 3
中学年

［収録台本］三人のおばさん／ものぐさ太郎／春の岸辺の

物語／白秋の童謡／三匹の子ブタ／まんじゅうと殿さま／

仮題桃太郎／タイムマシン東海道五十三次／遊びの神様

／きき耳ずきん 全10編

A5･208頁 2,000円 12631-4 C2337 [1985]

岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 5
高学年

［収録台本］一つ目二つ目三つ目／笛吹きとねずみたち／

子供たちへの物語／鬼のでる峠／二ばんめのネコ／のり

子の日記／五年三組ぼくらのクラス／紅花伝説／三本の

角 全９編

A5･234頁 2,000円 12651-2 C2337 [1985]
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岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 6
高学年

［収録台本］三まいのおふだ／小人とくつや／わたしの日

記帳より／ごきぶりだ ホイ！／こわい教室／かってだな

／形の上の裁判／上には上／みんなの力 全９編

A5･212頁 2,000円 12661-1 C2337 [1985]

玉川学園小学部編

シュプレヒコール脚本集

児童全員が終始舞台にあがる「全員が主役」の呼びかけ

劇「シュプレヒコール」。小学部に伝わる至高の表現教育

で、全国の学校から望まれた脚本集。［収録台本］八郎／ソ

メコとオニ／ごんぎつね／泣いた赤鬼／セロ弾きのゴー

シュ／モチモチの木 全６編

A5･280頁 2,800円 12291-0 C2074 [1996]

岡田陽編

朗読劇台本集 ③

［収録台本］おとうさん・おかあさん／おてがみ／ライオンと

ネズミ／町のねずみといなかのねずみ／ひつじ飼いとお

おかみ／だってだってのおばあさん／いじわるブッチー／

たなばたむかし／きつねのホイティ／ともだちは海のにお

い／つるにょうぼう／百万回生きたねこ 全12編

A5･212頁 2,800円 12501-0 C2374 [1996]

岡田陽編著

朗読劇台本集 ⑤

［収録台本］ママ、あたしのこと好き？／おぼえていろよおお

きな木／だごだご ころころ／おにたのぼうし／きつねの

おきゃくさま／あつあつおじやつくろうか／ジョニキンとキ

ツネのしっぽ／かわいそうなぞう／山ねこおことわり／三

枚のおふだ／王様の新しい服／トシ坊とコロポックルの話

全12編A5･216頁 2,800円 12503-4 C2374 [2002]

岡田陽・佐野正之編集代表

みんなで創る英語劇 ②

英文シナリオとその日本語訳、随所に演出のポイント付。＋

［収録台本］ハメルンの笛吹き／シンデレラ／白狐／お

りゅうと柳／ある愛の物語 全５編

A5･180頁 1,800円 12681-9 C2337 [1987]

岡田陽・佐野正之編集代表

みんなで創る英語劇 ③

英文シナリオとその日本語訳、随所に演出のポイント付。

［収録台本］アリとキリギリス／笠地蔵／王子と乞食／走

れメロス／防空壕で死んだ少女 ムッちゃん／見透しの

根っこ 全６編

A5･180頁 1,800円 12691-8 C2337 [1987]

押谷由夫・小川信夫・岩崎明編著／うすいしゅん・堀その子絵

さわやかマナー 1・2年

子どもたちがのびのび楽しく過ごす上で大切な基本的な

マナーを、子ども自身が考え、楽しみながら学べるように作

られています。［主な目次］正のかげぼうし／げんかんのく

つ／『お元気マン』にへんしん／やっと走った／一まいの

しゃしん／虫のゆめ／おばあちゃんの「もったいない」／他

B5･120頁 1,500円 05871-4 C8339 [2003]

押谷由夫・小川信夫・岩崎明編著／梅田夕海・堀その子絵

さわやかマナー 3・4年

子どもたちがのびのび楽しく過ごす上で大切な基本的な

マナーを、子ども自身が考え、楽しみながら学べるように作

られています。［主な目次］森のネムネムおじさん／正君の

カラーボール／心のかけ橋／ゆめ＋ゆめ…＝友じょう／

おばあちゃんは料理のマジシャン／シマリスの死／松の木

の教え／他B5･120頁 1,500円 05872-1 C8339 [2003]
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押谷由夫・小川信夫・岩崎明編著／梅田俊作・堀その子絵

さわやかマナー 5・6年

子どもたちがのびのび楽しく過ごす上で大切な基本的な

マナーを、子ども自身が考え、楽しみながら学べるように作

られています。［主な目次］服装の手品師／正人と玲子／

五十五年目の恩返し／車いすのおばさん／ぼくを助けて

くれた子は／大自然のお客さん／カタルヘナの青い空／

他B5･120頁 1,500円 05873-8 C8339 [2003]
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幼児教育･保育

鈴木由美子編

幼児教育学総論

幼稚園教員免許取得希望者のための幼児教育に関する

総合的なテキスト。やさしい文章と実例で展開。［主な目

次］幼児教育の本質と目的／幼児の発達の特徴／幼児教

育の内容と方法／幼児教育のカリキュラム／幼児教育者

の資質と自己形成／これからの幼児教育―「子どもの権

利条約」の実現に向けて／資料編A5･164頁 2,200円 40021-6 C3037 [1999]

和久洋三著

子どもの目が輝くとき

適切な子育てや教育をすれば、子どもたちは計り知れない

能力を発揮する。秘められた力を存分に発揮できる環境を

用意してあげたい。そんな願いから幼児・児童のアトリエ

で指導し、創造性を開発する童具をデザインして30年。子

どもと大人が共に学んで育つ創造共育を提唱。生きる力を

伸ばす子育てのヒントをわかりやすく語る。A5･176頁 1,500円 40299-9 C0037 [2003]

汐見稔幸・和久洋三著

トークトゥトーク
育つ喜び育てる楽しさ

少子化、テレビ、ケータイ、自然破壊、食の問題……。子ども

をとりまく環境はめまぐるしく変わっているが、子ども自身は

昔と変わったのか？ そして、親は？ 不安な時代にどう

「子育て」をすればよいのか。新しい創造共育の提唱者で

ある童具デザイナー・和久洋三さんと、幼児教育の水先案

内人・汐見稔幸さんが語り合う。A5･192頁 1,600円 40360-6 C0037 [2008]

岡田陽・清水俊夫著

劇あそび

［主な目次］おもちゃになってあそぶ／宇宙遊泳／おかし

島へいこう／３匹の子ぶた／王様の耳はロバの耳／かえ

るの友だち20ぴき／ブレーメンの音楽隊／あかちゃん、あ

かちゃん出ておいで／うさぎとかめ／白雪姫と７人の小人

／他幼児・児童の創るシリーズ1

A5･160頁 1,200円 05311-5 C2337 [1981]

合田和代著

お誕生会のお菓子12か月
おいしい・かわいい・アイデアレシピ

子どもたちの大好きな「バースデーパーティー」。かわいいお

菓子や手づくりケーキに大喜び！ 幼稚園や保育園、ご家

庭で、市販のお菓子も利用してつくることができるかんたん

レシピを月別に紹介。さらに上を目指す本格スイーツのつ

くり方、バザーやプレゼントにも使えるレシピも付す。玉川

学園幼稚部での実践をもとに編んだ一冊。A4･80頁 2,380円 40369-9 C2077 [2008]

山本清洋著

こんなふうに遊んでた！

マーク・トウェインの『トム・ソーヤーの冒険』といえば、トムと

いう天真爛漫な少年の姿を描いた人気ある小説。本書で

は、その小説中に登場する「遊び」に注目し、ごっこ遊びや

伝承遊び、いたずらなど、さまざまな種類の遊びをイラスト

を交えて具体的に紹介する。また、日本の遊びとも比較し、

子どもの遊びの重要性を説く。
トム・ソーヤーからの贈りもの ①

B5･128頁 1,800円 40371-2 C0037 [2008]

山本清洋著

子どもが育つ野外遊び

子どもを取り巻く環境が急速に変化する昨今、自然や伝承

遊びが消え、子どもの遊びの世界は大人の価値に囲い込

まれている。本書では、遊びを「子どもの成長の糧」ととら

え、「つくる」「食べる」「群れる」「気づく」「感じる」という５つ

の分類から遊びの重要性を説く。子ども社会に豊かな遊び

を取り戻すための提案や試みにも言及する。
トム・ソーヤーからの贈りもの ②

B5･128頁 1,800円 40372-9 C0037 [2008]
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宮﨑豊・田澤里喜編著

健康の指導法

平成21年に施行された新しい保育所保育指針、幼稚園教

育要領に対応し、保育内容や保育方法の基礎から実践ま

でを自学自習できる。領域「健康」について、今日までの科

学的知見を踏まえた内容で、子どもの身体の発育と心の発

達を理解する。食育や安全管理など、多様化する保育・幼

児教育へのニーズに応じた事例を多く盛り込む。
保育・幼児教育シリーズ

B5･204頁 2,400円 40480-1 C3337 [2014]

岩田恵子・若月芳浩編著

人間関係の指導法

平成21年施行の新しい保育所保育指針、幼稚園教育要領

に対応し、保育内容や保育方法の基礎から実践までを自

学自習できる。時代の流れや変化の中でもっとも重視され

なければならない領域「人間関係」。乳幼児期から幼稚園・

保育所における子どもの人間関係の形成、そして保育者や

保護者の関わりまで豊富な事例を交えて紹介する。
保育・幼児教育シリーズ

B5･220頁 2,400円 40481-8 C3337 [2015]

若月芳浩編著

環境の指導法

平成21年に施行された新しい保育所保育指針、幼稚園教

育要領に対応し、保育内容や保育方法の基礎から実践ま

でを自学自習できる。制度や社会状況が変わっても、乳幼

児の発達に必要な環境は、変化してはならない面もある。

子どもの育ちに必要な園の環境のあり方や、その中で展開

される遊びの方向性など、事例を交えて紹介する。
保育・幼児教育シリーズ

B5･208頁 2,400円 40482-5 C3337 [2014]

大豆生田啓友・佐藤浩代編著

言葉の指導法

平成21年に施行された新しい保育所保育指針、幼稚園教

育要領に対応し、保育内容や保育方法の基礎から実践ま

でを自学自習できる。言葉による伝え合い、文字に対する

興味・関心を育むさまざまな保育所や幼稚園の取り組みを

中心に掲載。絵本などの物語の世界に触れることが、子ど

もの育ちにいかに意味があるかについても注目する。
保育・幼児教育シリーズ

B5･220頁 2,400円 40483-2 C3337 [2014]

田澤里喜編著

表現の指導法

平成21年に施行された新しい保育所保育指針、幼稚園教

育要領に対応し、保育内容や保育方法の基礎から実践ま

でを自学自習できる。領域「表現」について、生活や遊びの

なかから、子どもの発達や興味関心に沿った保育や指導

のあり方を紹介。多様化する保育・幼児教育へのニーズに

応じた事例を多く盛り込み、現場でもすぐ使える。
保育・幼児教育シリーズ

B5･192頁 2,400円 40484-9 C3337 [2014]

和久洋三著

子どもはみんなアーティスト

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第１巻。子どもの発達にあわせた遊

びのカリキュラムと、フレーベルの遊具に発想を得てデザ

インされた童具の理論と遊び方の実際を詳しく解説。体系

的でバランスのとれた造形遊びをする中で、子どもたちは、

自分自身を発見し表現する力をつけていきます。
遊びの創造共育法1

B5･184頁 3,500円 05884-4 C2037 [2006]

和久洋三著

ボール遊びと造形

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第２巻。子どもはボールのなかにい

ろいろなことを感じ取り、ボールを動き跳ねまわる自分の分

身のように感じます。そのイメージは、自然、身の周りの人

たち、宇宙へと広がっていきます。もっとも単純な形体＝球

から生まれる世界と遊びを紹介します。
遊びの創造共育法2

B5･168頁 3,500円 05885-1 C2037 [2006]

和久洋三著

円柱の遊びと造形

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第３巻。転がる、積む、つなぐことが

できる円柱や円錐、紡錘体。曲面のもつ動の要素と平面の

もつ静の要素をあわせ持ち、人間や自然界のなかで重要

な役割を果たしているふしぎな世界を楽しみましょう。ぶら

下げて、回転して見えてくる別の形を詳述。
遊びの創造共育法3

B5･168頁 3,500円 05886-8 C2037 [2006]

幼児教育･保育
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和久洋三著

積木遊び

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第４巻。積木を電車やベッドに見た

てるみたて遊び。平面や立体の美しい形への関心に向かう

パタ−ン遊び。因果関係や秩序を求めるパズルやゲーム

で培われる探究認識活動。これらの遊びの中から、子ども

たちは愛や美や真理を学び取ろうとしていきます。
遊びの創造共育法4

B5･184頁 3,500円 05887-5 C2037 [2006]

和久洋三著

積木遊びと造形

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第５巻。子どもたちが見事に作り上

げたレリーフやオブジェの小品や、宇宙ステーション、遊園

地等の大きな構造物の実作例を多数掲載。われを忘れて

取り組み、計り知れない力を発揮した作品が、どのようにし

て造られたかをその基礎から詳しく紹介する。
遊びの創造共育法5

B5･176頁 3,500円 05888-2 C2037 [2006]

和久洋三著

色面の遊びと造形

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第６巻。板に壁に石膏に、筆で手で

足で体で思いっきり色遊びをしてみよう。基本的な形状の

モザイクや、三原色や三補色の関係、無彩色や清濁色の

美しさに遊びながら触れることで、子どもたちの数学的概

念や色彩感覚が自然と研ぎ澄まされていきます。
遊びの創造共育法6

B5･168頁 3,500円 05889-9 C2037 [2006]

和久洋三著

点線面の遊びと造形

子どもたちと共に遊び共に学ぶ創造教育活動から生まれ

た造形教育の集大成の第７巻。ビーズ玉やボール、テープ

や棒、毛糸でいろいろな形を作ったり、転がしてみましょう。

子どもたちは、遊びながら、点が線へ、線が面へと広がって

いくことを見てとり、すべての形は点と線と形によってつくら

れていることを感じ取っていきます。
遊びの創造共育法7

B5･160頁 3,500円 05890-5 C2037 [2006]

清水俊夫編

人形劇のプレゼント

はじめて人形劇をみる幼児向けの話、カスパーなど主人公

が活躍する痛快な話、童話や昔話をもとにしたものなど楽

しくわくわくする27の人形劇の脚本集。手軽に人形劇を楽

しめるよう、上演時間20分程度、少人数でできるものを精

選し、舞台と観客、人形使いと子どもがともにつくりあげる

幻想的な世界へ誘う。A5･256頁 2,800円 12791-5 C2074 [1998]

川尻泰司著

人形劇をはじめよう

［主な目次］人形劇をはじめよう 棒人形をつかうことの大

切さ／しゃもじ人形と野菜の人形 踊る人形 アコーディ

オン人形／ジュズ玉人形 歌う人形 くつ下で作るパクパ

ク人形 出たり入ったりする人形 いないいないばあ人

形 人形劇博物館絵で語る人形劇セミナー1

A5変･120頁 2,400円 12511-9 C2374 [1982]

川尻泰司著

人形劇であそぼう

［主な目次］人形劇であそぼう 棒づかい人形 手で動か

す人形 片手・両手づかい人形 糸や棒で動かす人形

あやつり人形劇場 体で動かす人形 舞台装置の作り方

影で遊ぼう トリック影絵人形 野外で遊ぶ大人形劇

野外用人形のいろいろ 人形劇博物館絵で語る人形劇セミナー2

A5変･120頁 2,400円 12521-8 C2374 [1982]

川尻泰司著

人形劇は楽しくつくろう

［主な目次］人形劇は楽しくつくろう 脚本を選ぶには 舞

台創りの設計 演出の仕事とそのプラン／台本の作り方

ひひんわんにゃんこけっこう 舞台装置の作り方／舞台転

換について 魔法つかいの弟子 人形劇研究室

絵で語る人形劇セミナー4

A5変･120頁 2,400円 12541-6 C2374 [1982]
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教育学

小原哲郎編

全人教育の手がかり

全人的な豊かさと思いやりを持ち、創造力と実行力に富む

たくましい人間の育成――。玉川学園創立者が提唱した、

全人教育理念の継承と発展を意図した論文集。30編の論

文がいろいろな角度から「全人教育」を究明している。

B6･242頁 2,000円 02901-1 C3037 [1985]

小原芳明著

教育の挑戦

競争時代に教育はいかにあるべきか――。玉川学園学園

長・玉川大学学長が日々思い、考えていることを綴り、教育

に託す夢とその挑戦を語る。月刊『全人』掲載の「学園日

誌」や、河村建夫氏、黒田玲子氏、広中平祐氏との対談など

も収録。さまざまな改革がすすめられている玉川の今を紹

介し、常に前進する新しい教育の姿を示す。四六･240頁 1,600円 30284-8 C0037 [2005]

前田博著

教育の本質

模倣だけでなく、自分で探求し発見する喜び。子どもへの

励ましと教導、教育の基本的課題を追求。［主な目次］教育

と教育以前のもの（ルソー、ハックスリ、デューイ、ディルタ

イ）／教育について（シュプランガー、リット）／遊戯と教育

―フレーベルとシラー／美しい魂―シラー／教育と芸術―

ナトルプB6･212頁 1,800円 08451-5 C1037 [1979]

玉川大学教育学科編

教育の名著80選解題

教育の理念の源泉を広く古今東西の教育思想の古典に求

めた80著作のガイドブック。各篇ごとに、原作者肖像、著作

者紹介、時代背景、内容梗概、現代的意義、参考図書を付

した。

B6･200頁 1,600円 08781-3 C1037 [1983]

和田修二著

教育の本道

子どもは自分を守ってくれ、何が善く何が悪いかをはっきり

と教えてくれる信頼できる大人を必要としている。しかし教

育に自信を失っている両親や教師が増え、青少年の犯罪

の増加や学力低下、学習意欲の減退がますます深刻に

なっている。教育と大人世代の頽廃はどうして生じたのか、

教育という仕事はどうあるべきかを考える。四六･304頁 2,800円 30265-7 C0037 [2002]

岡村豊著

日本の教育

現行教育システムを網羅的に分析・整理・体系化した初め

ての書。日本の教育システムはどのように構築されている

のか。教員や教育の質の確保のために、どのような方策が

とられているのか。現在実施されている学校教育、社会教

育、生涯学習の実態と運用の問題点・改善点を法的根拠と

ともに解説する。詳細な法令索引付き。A5･560頁 4,500円 40355-2 C3037 [2007]

江原武一編

多文化教育の国際比較
エスニシティへの教育の対応

世界の国々では、民族や言語、文化などの相違に起因する

さまざまな教育問題が注目されている。その対策として、多

文化教育に先進的にとりくんできた主要国の公教育にお

けるエスニシティ（民族性）への対応を中心に、その実態と

理念的・政策的・実践的諸問題を研究。多文化教育の可能

性と限界を明らかにする。A5･352頁 6,700円 40091-9 C3037 [2000]

教育学

教
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三井善止編著

新説 教育の原理

教育とは何か。教育とはどのような働きをしているのか。教

育自体について自ら考え、教育現場で実際の問題として

活用するために、人類の誕生以来くりかえし行われてきた

「人に教えられ、人を教える」「学習し教育する」という過程

を、新しい教育職員免許法に定められた内容にそって概説

する。教職志望者必携書。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･212頁 1,500円 40263-0 C3037 [2002]

佐久間裕之編著

教育原理

本書は、教育職員免許法施行規則に定める「教育の基礎

理論に関する科目」のためのテキスト。とりわけ「教育の理

念並びに教育の歴史・思想」という広汎な分野を扱う。「人

に教えられ、人を教える」「学習し教育する」という過程を概

説し、「教育とはいかなるものか、いかにあるべきか」の根

本問題について考える機会を提供する。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･264頁 2,400円 40479-5 C3037 [2015]

P.D.ハーショック・M.メイソン・J.N.ホーキンス編著／
島川聖一郎・高橋貞雄・小原一仁監訳

転換期の教育改革
グローバル時代のリーダーシップ

現行の教育システムは、社会の基盤をなす交通、コミュニ

ケーション、金融、医療の大変容に相当する根本的な変化

をしてきただろうか。グローバル化時代のアジア太平洋地

域諸国の教育の現状と課題を考察、リーダーシップのあり

方や、システムを変革するアイデアを提示する。教育の

ゴールに至る旅程を道案内するロードマップ。A5･382頁 6,200円 40430-6 C3037 [2011]

和田修二・皇紀夫・矢野智司編

ランゲフェルト教育学との対話
「子どもの人間学」への応答

高度経済成長後の豊かな時代しか知らない世代が大半と

なり、日本の近代化を支えてきた教育に対する意識も急速

に変わりつつある。「子どもであること」「おとならしさ」につ

いて新たな見方を提示し、教育の現実や問題、教育学の課

題の在り処を19名の研究者が重層的多次元的に指し示

す。教育関係者必携書。A5･392頁 6,200円 40435-1 C3037 [2011]

加野芳正・藤村正司・浦田広朗編著

新説 教育社会学

学力問題、格差社会、いじめ、不登校、暴力、非行・逸脱な

ど、現代社会で生起するさまざまな教育問題や現象に、社

会学的にアプローチする方法を学ぶためのテキスト。教職

志望の人のために、問題への取り組み方、教育実践とのつ

ながりがとくに重視されている。各章末には演習問題があ

り、学習に役立つように配慮されている。
玉川大学教職専門シリーズ

A5･224頁 2,400円 40356-9 C3037 [2007]

H.P.ゲベラー編／H.P.レッシング訳

思索と生涯を語る O・F・ボルノー

弟子であるゲベラーとレッシングの質問に対して、ボルノー

が答えていく対話形式により編集。物理学から哲学・教育

学研究へと転回し、希望の哲学へ辿りついたボルノーの全

容が浮き彫りにされる。全著書リスト付。

B6･200頁 2,400円 09261-9 C3037 [1991]

O.F.ボルノー著／岡本英明訳

畏敬

人間の生の本質に深い関わりをもつ畏敬の念を中心に、

尊敬、驚嘆、羞恥、イロニーなど、他者とのあいだに距離が

あり、神聖なるもの究極なるものによって呼び覚まされる感

情の意義を解明。ともすれば生命への畏敬が蔑ろにされる

状況に対し警告を発する。日本の教育学界、哲学界にも多

大な影響を与えた、ボルノーの重要著作。A5･224頁 5,400円 40436-8 C3037 [2011]

K.モレンハウアー著／眞壁宏幹・今井康雄・野平慎二訳

子どもは美をどう経験するか
美的人間形成の根本問題

人間形成にとって美はいかなる意味をもつか。絵を描くこ

と、即興で演奏することにおいて何が子どもに起こっている

か。収集されたデータから絵画と音楽という異質な美の領

域を統合的に扱い、ドイツ教育学界を当惑させた話題作。

哲学的伝統の中で育まれた美に関する仮説を具体的素材

に即して考え直すという希有な冒険的試み。A5･264頁 5,300円 40261-6 C3037 [2001]
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W.H.ブレツィンカ著／小笠原道雄・坂越正樹監訳

教育目標・教育手段・教育成果

教育科学の中核は教育の成果と教育の目的・手段の関係

を解明し、教育の成果を上げることができる条件や成果を

上げられない原因を見いだすことにある。本書は、大学を

含めた教育界の喫緊の課題である教育成果・教育評価の

問題や、教育科学のシステム化について論じており、欧米

で教育科学の基本図書として高い評価を得ている。A5･400頁 8,000円 40390-3 C3037 [2009]

K.モレンハウアー著／眞壁宏幹・今井康雄・野平慎二訳

回り道

次世代に伝えていかねばならないものとは何か。文学や図

像を考察することから人間形成の深層に迫り、教育という

営みの根本原理を明らかにしようとする。教育・自己形成と

文化の間にある「忘れられた連関」を想起させるという一

見迂遠な手法を導入し、教育学の考察対象や研究方法に

大きな影響を与えたモレンハウアーの主著。A5･272頁 5,200円 40458-0 C3037 [2012]

小原國芳著

全人教育論

全人教育を目指してきた玉川学園の教育方針を解説した

著者の代表作。人格形成には、学問、芸術、道徳、宗教、健

康、技術という６つの調和を発達させる必要があることを説

く。受験生全員の必読書。

四六･188頁 1,600円 03031-4 C1037 [1994]

浜田栄夫編著

ペスタロッチー・フレーベルと
日本の近代教育

明治の草創期に、学校教育に欧米式の方法が導入されて

以来、子どもたちの直観や自発性を重視したペスタロッ

チーとフレーベルの教育思想は、戦後にいたるまで日本の

教育に強い影響力を与え続けてきた。二人の教育思想は

どのように受容され、実践されてきたのだろうか。その理想

に共鳴した教育者・教育学者の足跡からたどる。A5･352頁 5,000円 40397-2 C1037 [2009]

南日本新聞社編

教育とわが生涯 小原國芳

鹿児島に生まれ、苦学ののち京都大学哲学科を卒業、成

城学園主事を経て、ついに玉川学園を創立した小原國芳。

全人教育による教育立国に、90歳をこえてなお青年の情

熱を燃やし続けた、波乱に富んだ生涯をつづる壮大なドラ

マ。玉川学園を知る上でも貴重な書。

B6･272頁 1,500円 02872-4 C1023 [1977]

石川松太郎・大戸安弘・寿福隆人・関山邦宏・多田建次・四方一弥著

日本教育史

「真の人間に育てる教育はいかにあるべきか」を視点に日

本教育史を概説する、教育史入門書。［主な目次］古代社

会の教育／中世社会の教育／近世社会と教育／明治の

教育／大正期・昭和前期の教育／日本教育史略年表

玉川大学教職専門シリーズ

A5･258頁 2,400円 06971-0 C3337 [1987]

多田建次著

海を渡ったサムライの娘 杉本鉞子

激動の明治維新期に越後の家老の家に生まれ、厳格な躾

を受けて育った杉本鉞子は、文明開化の東京、アメリカで

異文化と出会い、英文の自伝『武士の娘』を著し、日米文化

交流の懸け橋の役割を果たした。武士の娘としてのモラル

に照らして行動した鉞子の人間像を、『福翁自伝』の福沢

諭吉と対比しながら浮かび上がらせる。四六･200頁 1,900円 30274-9 C0023 [2003]

髙橋裕子著

津田梅子の社会史

近代日本女子高等教育界のパイオニア津田梅子。生い立

ちから米国での留学生生活、帰国後の文化的葛藤、再留

学、そして女子英学塾建学に至るまでを、梅子に影響を与

えた思想・人物に依りながら検討する。また、新たに発見さ

れた書簡等から、日米の価値観の懸隔に揺れた内面生活

や終生抱き続けた教育にかける信念を跡づける。A5･264頁 2,600円 40275-3 C0023 [2002]

教育学
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R.ボルト・W.アイヒラー著／小笠原道雄訳

フレーベル 生涯と活動

世界で最初に幼稚園を開設し、幼児教育の発展に先駆的

な役割を果たしたフリードリヒ・フレーベル。彼の思想は、後

世の教育に大きく影響した。本書は、彼の生涯と活動を、豊

富な写真と基礎資料を駆使して概観する翻訳書。フレーベ

ル研究の基本文献である。フレーベルの思想がどのように

生成されたのか、その全体像に迫る。A5･184頁 4,000円 40339-2 C1037 [2006]

野田雄二編

健康教育序説
生活と健康

心身を充実させ、健康な生活を送ることを目指し、人間とそ

の関わりのある問題をさまざまな視点から概説。ヒトの客

観的理解を促進し、健康の尊さを改めて確認する。

A5･228頁 2,800円 10521-0 C3047 [1995]

小野三嗣著

母のための健康学

健康づくりの３本柱は「運動・栄養・休養」といわれる。本書

は、子どものため、なにより母親自身のためになる健康へ

の知恵の数々を、豊富な図表・イラストとともに紹介する健

康教養書。

四六･224頁 2,000円 30181-0 C1047 [1999]

日本教育経営学会編

公教育の変容と
教育経営システムの再構築

公教育経営システム転換のダイナミックスをよりマクロに

鳥瞰し今日の社会変化、公教育システム、公教育経営の連

関を３分野に分けて展開。［目次］社会変化と公教育の変

革課題／公教育の変容と教育行政／公教育の変容と学

校経営シリーズ 教育の経営1

A5･296頁 6,400円 40233-3 C3037 [2000]

日本教育経営学会編

自律的学校経営と教育経営

学校経営のあり方を自律的学校経営に求め、その観点か

ら現代の学校経営の歴史的性格を究明。［目次］現代の学

校経営改革／学校教育の課題と学校経営の戦略／学校

の経営構造、その変革の視点／学校経営のリーダーシップ

／学校の経営環境、その再編の課題シリーズ 教育の経営2

A5･316頁 6,400円 40234-0 C3037 [2000]

日本教育経営学会編

生涯学習社会における教育経営

学校教育と社会教育の統合、各地域の教育・学習のネット

ワーク化を志向し、教育経営が主体においても機能におい

ても国民の営為に支えられている視点から論究。［目次］生

涯学習時代の教育経営／生涯学習のネットワーク化／ラ

イフサイクルと生涯学習の経営シリーズ 教育の経営4

A5･324頁 6,400円 40236-4 C3037 [2000]

日本教育経営学会編

教育経営研究の理論と軌跡

学校教育、社会教育、生涯学習についての経営研究の現

状と課題から、教育経営学の研究方法の分析視角、さらに

教育研究の方法論に焦点を当てる。［目次］教育経営研究

の現状と課題／教育経営研究の軌跡／教育経営研究の

方法シリーズ 教育の経営5

A5･344頁 6,400円 40237-1 C3037 [2000]

日本教育経営学会編

諸外国の教育改革と教育経営

教育問題は各国で政治問題になり、共通の政策課題に

なってきている。この諸課題に各国はいかなる具体的対応

をし、改革をしているか。その研究成果を問う。［目次］諸外

国の教育改革と教育経営／諸外国の学校経営改革とその

課題／諸外国における教育経営研究動向シリーズ 教育の経営6

A5･312頁 6,400円 40238-8 C3037 [2000]
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渡辺一雄編

学校を考える

日本の戦後史において、さまざまな面から大きな意味を

もっていた、教育制度改革。本書では、教育政策の動向を

法制史でたどりながら、戦後の学校における教育がどのよ

うな子ども観、教師観、学校観でおこなわれてきたのかをひ

もとく。また、教育のみならず広く社会的、文化的観点にも

留意して、学校教育の可能性を考察する。
教育政策入門1

A5･240頁 2,600円 40402-3 C3037 [2010]

渡辺一雄編

学校の制度と機能

日本の近代化を担った学校教育。明治以降の、とりわけ戦

後における教育制度の展開と機能を明らかにする。教育行

政上重要であった政策課題に注目しながら、その実態を

分析する。教育課程、教科書、幼児教育、特別支援教育、地

方教育行政、教育行財政を取り上げ、戦後の教育制度の

大きな流れを俯瞰。学校制度の未来を考える。
教育政策入門2

A5･216頁 2,400円 40403-0 C3037 [2010]

渡辺一雄編

大学の制度と機能

日本における大学制度の変遷をたどり、その特徴とそれを

支える法制度について解説。また、大学教育をとりまく現状

を分析し、「大学全入」時代を迎えるなかで大学がどういっ

た役割を果たすのか、教育、高校との接続、研究といった

点から考察する。さらに、教育・研究のモード変容にも言

及。「大学とは何か」を問う。
教育政策入門3

A5･280頁 3,200円 40404-7 C3037 [2010]

渡辺一雄編

大学の運営と展望

財政とマネジメントの観点から、国公私立それぞれの大学

運営の体制を見る。そして、変化する社会や国際環境の中

で、大学に期待される意義や役割を考える。大学の国際

化、あるいは諸外国の制度などの事例も紹介しながら分

析。また、進学率の上昇や知識基盤社会の到来といった中

での課題を提起し、「大学とは何か」を問う。
教育政策入門4

A5･216頁 2,600円 40405-4 C3037 [2010]

新堀通也・加野芳正・坂越正樹著

教育社会学

教育社会学の概要と基礎理論を簡明に解説。教職志望者

の恰好の入門書。［主な目次］学校教育の発達と拡大／教

育機会の平等／学歴社会／教師たちの現在／現代家族

と子どもの教育／現代社会の中の青少年／教育改革の方

向／他玉川大学教職専門シリーズ

A5･250頁 2,400円 06961-1 C3337 [1987]

小原國芳著／土山牧民・平塚益徳解題

全人教育論・思想問題と教育

哲学的価値体系に基づく調和的人間形成を主張。代表作。

［主な目次］全人教育論 全人教育論／価値体系論／教

育理想の帰趨／全人教育と関係深い諸問題／教師論

思想問題と教育 思想問題とは何か／自由の研究／他

小原國芳選集3

菊･412頁 3,500円 02032-2 C3337 [1980]

小原國芳著／東岸克好・村井実解題

教育改造論・自由教育論

教育上のさまざまな問題提起と対策、本源的理念を追究。

［主な目次］教育改造論 改造教育／模範学校とは何か

／教育理想の確立／美育論／教授論／校長論／若き教

育者へ／他 自由教育論 自由教育／制度論／学習論

／他小原國芳選集4

菊･410頁 3,500円 02042-1 C3337 [1980]

小原國芳著／島田四郎・岡田陽・土山牧民解題

道徳教授革新論・学校劇論・
理想の学校

ゆとりの中の規律、創造性を伸ばす教育、夢の学園創設。

［主な目次］道徳教授革新論 徳目論と実際問題／道徳

教授と宗教／他 学校劇論 芸術教育の高調／劇の地

位／学校劇必要論／他 理想の学校 夢の学校／理想

論／教授論／訓育論／教師論小原國芳選集5

菊･472頁 3,500円 02052-0 C3337 [1980]
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小原國芳著／草柳大蔵・草柳大蔵解題

母のための教育学・教育立国論

母の胎内こそ最初の学校。大胆かつ明快、著者の真骨頂。

［主な目次］母のための教育学 子孫崇拝／教育者として

の母／結婚前の教育／胎教／教育理想論／知育論／他

教育立国論 日本国民に訴う／教育の転回

小原國芳選集6

菊･424頁 3,500円 02062-9 C3337 [1980]

赤尾勝己・山本慶裕編著

学びのデザイン
生涯学習方法論

学習活動は、自らの主体性から発する個人的なものから始

まるが、他者とのかかわりなしには成り立たない。家族や学

校、職場、地域社会といったなかで、対話を通じた学習の

楽しみを考えていくにはどうすればよいのか。グループによ

る効果的な学習法の紹介、生涯学習の全体的設計を構想

するメタ学習の手引き応用編。A5･240頁 3,000円 11161-7 C3037 [1998]

赤尾勝己著

生涯学習の社会学

現在おこなわれている生涯学習は、自らの個性に基づい

て自由に展開できる営みといえるだろうか。社会教育と学

校教育を貫く総体として生涯学習をとらえ、脱学校論のモ

チーフをベースにしながら、世界システム論・国家論・再生

産論という社会科学上の基礎理論とをクロスさせ、生涯学

習社会の問題点に迫る。A5･248頁 3,800円 11321-5 C3037 [1998]

笹井宏益・山本慶裕編著

メディアと生涯学習

本・新聞・テレビなどに加え登場してきたインターネット・携

帯電話など新しい電子メディアを活用し、学びにつなげる

術（メディア・リテラシー）の習得が求められている。これら

の生涯学習を彩る情報ツールによって、今後どのような教

育・学習の方法・システムが考えられるか。

四六･276頁 2,700円 30201-5 C0037 [2000]

高萩保治・中嶋恒雄編著

音楽の生涯学習
理論と実際

生涯学習社会といわれる今日、コーラスや楽器に積極的に

チャレンジして、音楽を楽しむ人が増えてきた。その活動を

通じて、さまざまな年齢の人々との人間的ふれあいが生ま

れ、自己表現を豊かにすることができる。指導者のための

基礎情報から実際の事例までを網羅した、生涯学習として

の音楽にかかわる人に役立つ１冊。A5･260頁 3,500円 40232-6 C3037 [2000]

田中雅文編著

社会を創る市民大学
生涯学習の新たなフロンティア

「質の高い市民教育を提供する機関」として生まれた成人

教育事業を総称して「市民大学」と呼んでいる。これらの事

業は、個人的な自己実現と生きがいを高めるための生涯

学習を実践していくうえで、どのような役割を果たしている

か。その概念の考察と特色ある全国14の市民大学の事例

紹介。A5･292頁 4,600円 40246-3 C3037 [2000]

岩崎久美子・中野洋恵編著

私らしい生きかたを求めて
女性と生涯学習

自分自身で脚本を書き、プロデュースし、主人公となって生

きる人生というドラマ。生涯学習はその強い味方になるだ

ろう。いまや女性のライフスタイルは多様になり、自ら学び

自ら力をつけることが求められる社会である。男女それぞ

れがのびやかに暮らし、よりよきパートナーとなるために、

人生をどのようにデザインするか。A5･296頁 2,800円 40276-0 C0037 [2002]

中村香・三輪建二編著

生涯学習社会の展開

生涯学習とは生まれてから死ぬまでの生涯にわたる自発

的な学習のこと。一人ひとりの生涯にわたる学習が個人の

みならず組織や社会の発展をも展望する「学習社会」の実

現に向けて、生涯学習の諸相を考察。社会教育関係の資

格取得希望者、教員志望者必携の書。確認問題や豊富な

参考文献・資料で、自学自習しやすい構成。A5･216頁 2,400円 40449-8 C3037 [2012]
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笹井宏益・中村香著

生涯学習のイノベーション

グローバル化が進む知識基盤社会では、生涯にわたり学

び続け、自らと社会との関係において新しい価値を創出す

ることが問われている。本書では、ラングランの生涯教育論

を捉え直すことから知識基盤社会での専門性の培い方、

国際的動向まで、生涯学習のダイナミズムを概観する。社

会教育関係の資格取得志望者、教員志望者必携。A5･224頁 2,400円 40450-4 C3037 [2013]

立田慶裕編

参加して学ぶボランティア
学習成果の活用

ボランティアについて知るには、参加してみることが一番で

ある。人生の中で、ボランティア活動はどのような意味をも

つのか。学校や公民館、博物館での実践や、インターネット

を活用した市民活動など、具体的な参加と学習の例に即し

て、ボランティア活動の学び方と教え方の基本を紹介し、

自発的に取り組むヒントを提供する。A5･192頁 2,500円 40312-5 C0037 [2004]

教育学

教
育
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哲学･思想

H.ノール著／三井善止・長谷川洋二訳

哲学入門

20世紀を代表するドイツの教育思想家が、哲学体系の枠

を越えて、やさしい日常語で語る哲学の世界。哲学を初め

て学ぶ人たちの知的興奮と、より確かな生への勇気を呼び

起こす。哲学とは、「してもしなくてもよい」といった専門家

の仕事ではなく、すべての学問や職業や生活の営みの背

景で幅広く働く力であることが感じ取れる。B6･192頁 2,400円 09841-3 C3010 [1996]

S.E.フロストJr.著／岩垣守彦訳

哲学の森
ものの考え方の基礎

「宇宙とはなにか」「宇宙における人間の位置」「善とは？」

「悪とは？」「神とはなにか」。できるだけ多くの若者たちがこ

の本を読んで、西欧文明の本質を知って欲しい。そして、ア

ジア、アフリカ、その他の文化も、それぞれが完結した高度

な文化であることを評価する視点を持って欲しい。ものの

考え方の基礎を学ぶ最適書。A5･360頁 4,200円 10231-8 C1010 [1992]

S.ケイ・P.トム著／河野哲也訳

中学生からの対話する哲学教室

愛、芸術、嘘、正義、環境、人生など、哲学のさまざまなテー

マについて考えるテキスト。アメリカの中学・高校で使用さ

れている教科書を日本語訳。議論を重ね、対話をとおして

ともに考えられるよう、充実した課題を数多く用意。さあ、こ

の本を使っていっしょに哲学してみよう。日本語版オリジナ

ル「先生のための手引き」付き。B5･188頁 2,400円 40446-7 C0010 [2012]

M.リップマン著／河野哲也・土屋陽介・村瀬智之監訳

探求の共同体
考えるための教室

「子どものための哲学（P4C）」教育の先駆者・設立者の主

著の初邦訳。批判的思考、創造的思考、ケア的思考とは何

か、どうすれば育むことができるのか。教師は子どもたちに

どのような支援をおこなえばよいのか。思考力は対話を重

ねる過程で促されることを前提に、哲学教育・思考教育に

ついて理論と実践の両面から考察する。A5･456頁 4,000円 40488-7 C0010 [2014]

三井善止著

哲学の立場
人間・自然・神

哲学の精神、哲学の性格を中心とした哲学の立場につい

て取りあげ、哲学することの根本的なあり方を究明。続い

て、哲学の問題として、「存在の問題」「認識の問題」「道徳

の問題」の基本的内容を明らかにする。難解にならないよ

うに、特殊な用語を使わず、平易に哲学の基本的問題を論

じたコンパクトな哲学入門書。B6･252頁 2,500円 09151-3 C3010 [1990]

三井善止編

人間学の名著を読む

人間の一生において、読書のもつ意味は限りなく大きい。

人生とは何であるか、どう生きるべきか、様々な仕方で本は

教えてくれる。本書は、十人の哲学者・教育思想家の名著

のなかから、「人間」に関する内容を的確・十全に語ってい

ると思われる部分を取り出したものである。生きる意味と、

読書の面白さを本書は教えてくれよう。A5･200頁 2,000円 40290-6 C0010 [2003]

W.H.プレーガー著／増渕幸男監訳

シュライアーマッハーの哲学

ドイツの神学者・哲学者であるシュライアーマッハーの倫理

学、宗教学、美学、教育学、政治学、人間学、弁証法、解釈学

などの広範な思想と、それらが相互に連関しあい、彼の思

想が統一のとれたものであることを解明する。

A5･236頁 6,400円 11181-5 C3010 [1998]
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三井善止編著

他者のロゴスとパトス

自分を明らかにしようとすれば、そこには必ず他者の存在

がある。現代社会において、他者は親しく身近な存在であ

るとともに、近よりがたく疎遠な存在でもある。人間や社会

を考える上でキーとなる他者という存在に、哲学・倫理学な

どロゴスの観点や、また宗教・文化・文学・演劇・音楽など

のパトス的な視点から重層的に迫る。A5･304頁 4,200円 30295-4 C3010 [2006]

J.C.スマッツ著／石川光男・片岡洋二・高橋史朗訳

ホーリズムと進化

スマッツはホーリズムを、宇宙を進化させ、有機体を秩序

づけ、ついには突然変異の連鎖から人間の意識を独立さ

せるに至った宇宙の力として描いている。宇宙にみなぎる

この営みは、ホリスティックな社会に向かって人類が前進

することを保証しているという、壮大な思想を唱えた、ホリ

スティック教育、ホリスティック医学の原典。A5･320頁 5,700円 40316-3 C3010 [2005]

R.A.マール著／福井一光訳

マハトマ・ガンジー

ガンジーにとって、真理とは神であり、神を実現するのが非

暴力であり、愛だった。インド的伝統に深く根ざしながらも、

世界のさまざまな宗教や哲学からインスピレーションを受

け、真理を実現しようとしたガンジー。多くの人々を魅了す

るその思想と行動を、多元的な文化の存在意義を論究す

る間文化論哲学の視点から紐解く。A5･160頁 3,800円 40341-5 C0010 [2007]

高山岩男著／藤田正勝解題

高山岩男著作集 第一巻

西田哲学

田辺元に要請され、西田幾多郎とのディスカッションの中

から生まれた処女作『西田哲学』他、西田哲学、田辺哲学

に関わる著作・論文を収録。［収録著作］『西田哲学』『続西

田哲学』「西田先生と哲学的概念」「呼応的同一の論理」

「西田先生の思い出」「田辺哲学の史的意義と特色」「田辺

先生の想い出」「個性の問題と反省的判断力」他A5･672頁 16,000円 01485-8 C3310 [2007]

高山岩男著／福井一光・中岡成文解題

高山岩男著作集 第二巻

哲学的人間学 ヘーゲル

高山の問題意識と本質が凝縮して表現され、雄大な哲学

体系で構築された『哲学的人間学』、東西のヘーゲル研

究・ヘーゲル論に一石を投じた労作『ヘーゲル』、ヘーゲル、

マルクス、西田幾多郎、田辺元の弁証法を解説した『弁証

法入門』、弁証法の歴史を古代ギリシャから辿った『弁証法

の歴史』を収録。解題：福井一光、中岡成文A5･728頁 17,000円 01486-4 C3310 [2007]

高山岩男著／田中久文解題

高山岩男著作集 第三巻

文化類型学

種族と風土の偶然の出会いによって成立する民族文化を

類型論から論じ、戦後盛んになる比較文化論の先駆を成し

た『文化類型学』『文化類型学研究』と、世界観の類型を歴

史的現実に関連づけて体系化しようとした「世界観の問

題」「哲学の歴史と世界観の類型」を収録。民族性と世界性

を併せもつ諸民族の文化の多元性について考究。A5･708頁 16,500円 01487-1 C3310 [2008]

高山岩男著／高橋文博・小坂国継解題

高山岩男著作集 第四巻

世界史の哲学

ヨーロッパ世界を世界そのものとする一元的な世界史に代わ

る多元的な世界史の理念を論じた『世界史の哲学』「世界史の

動学」、戦後の超近代化についての論考『文化国家の理念』、

自由世界と共産世界の対立を論じた「協同社会の理念」「世界

史の理念」、世界大戦を現代的世界観への転換の戦いととら

えた「世界史の転換と現代日本」を収録。A5･736頁 17,000円 01488-8 C3310 [2008]

高山岩男著／森哲郎解題

高山岩男著作集 第五巻

理性・精神・実存

ドイツ哲学史、ギリシャ哲学史、仏教思想史を鳥瞰し、該博

な学識、鋭利な思索、精緻な論理を駆使して語り切った名

著『理性・精神・実存』、古代から現代までの哲学史を独自

な視点で読み解いた『哲学と哲学的実存』、歴史主義の克

服の問題を論じた「歴史的実存と実存的歴史」、ニヒリズム

や人間観を主題にした諸論文を収録。A5･640頁 16,000円 01489-5 C3310 [2009]
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高山岩男著／大橋良介・花澤秀文・森哲郎解題

高山岩男著作集 第六巻

場所的論理と呼応の原理 教育哲学

哲学の本来的な研究領域である論理そのものを主題とし、

恩師・西田幾多郎の場所的論理と田辺元の種の論理との

対決を経て著され、「高山哲学」と固有名詞を冠して称され

るべきことを決定づけた畢生の大作『場所的論理と呼応の

原理』と、生涯の全思索を注ぎ込んだという大著『教育哲

学』、精密な年譜と著作目録を収録する。A5･800頁 17,800円 01490-1 C3310 [2009]
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宗教･倫理

阿部美哉著

現代宗教の反近代性
カルトと原理主義

破壊的なカルトと宗教的原理主義の猖獗が、現代社会の

秩序を根底から揺るがしている。だが、これらの現象を報

道するジャーナリズムは、表層をなぞるに留まっている。本

書は、非西欧的・非合理主義的・宗教回帰的な「カルト」と

「原理主義」の意味を掘り下げ、これらの現象のよって来る

基盤を分析したものである。四六･288頁 3,200円 09881-9 C3014 [1996]

J.W.ジョーンズ著／渡辺学訳

聖なるものの精神分析

フロイトとユングに始まる精神分析的な宗教研究をふまえ

た上で、今日の精神分析の代表的な理論家、フェアベア

ン、コフート、ギル、マイスナー、リッズト、リーヴィ、レオワル

ド、ウィニコットらの関係のモデルを扱う。次に、神のイメー

ジの問題をさまざまな症例をあげて具体的に取り扱い、聖

なるものの精神分析の可能性を探る。四六･240頁 3,700円 09971-7 C3014 [1997]

M.ユルゲンスマイヤー著／阿部美哉訳

ナショナリズムの世俗性と宗教性

宗教と世俗的ナショナリズムの対立と共生の可能性を、中

東・南アジア・旧マルクス主義諸国のケーススタディを提示

しながら、宗教社会学的・政治学的に考察する。ポスト冷戦

時代の時宜を得た頂門の一針。

A5･332頁 4,800円 10541-8 C3014 [1995]

J.ボウカー著／石川都訳

死の比較宗教学

「死」を「生」を統合するものと見る著者にとって、自己の死

は未来へと開かれた創造的犠牲の一形態に他ならず、より

大きな宇宙的生命の積極的受容となる。人間にとっての

「死」の意味を、生の限界状況、生死の境界で人間を支えう

る価値の面から探究していく本書は、私たちを現代におけ

る「生の新たな解釈」へと導くであろう。A5･272頁 4,400円 11251-5 C3014 [1998]

立川武蔵編著

癒しと救い
アジアの宗教的伝統に学ぶ

現代ほど人々が癒しや救いを強く求めている時代はない。

だが、宗教的な癒しや救いは、他者から安易に与えられる

ものではなく、厳しい修練を積んだ結果、身体で確かめるも

のである。宗教的実践の現状認識、アジアの宗教的伝統の

歴史的概観をふまえて、癒しや救いに至るまでに必要な文

化装置と修練の現実と可能性を問う。A5･308頁 3,800円 40248-7 C0014 [2001]

唐澤富太郎著

日本人の死生観

道元・親鸞・日蓮など、一時代を画した人物には、なにか相

通じる生き方がある。彼らの相対的な考え方を超越した

「絶対的」な生き方こそ、彼らを偉大なる宗教家にし、その

思想は永遠の生命を保つ。この人間の真実の姿を追求し

た先哲の生き方・考え方を紹介しながら生死を考える。

B6･216頁 1,800円 09271-8 C0012 [1991]

東伏見慈晃著

青不動のこころ

平安時代から高僧の手で受け継がれ、祈りが込められて

きた秘仏・国宝青不動。2009年秋に、京都・青蓮院門跡で

はじめて公開される。大日如来の使者として憤怒の姿で人

間の煩悩を焼き尽くす青不動。銀行マンから仏門の世界に

入った東伏見慈晃門主が、青不動をめぐる歴史、現代を生

きる智恵、明日への思いをやさしい口調で語る。四六･128頁 1,200円 30300-5 C0015 [2009]
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J.ヒック著／間瀬啓允・本多峰子訳

宗教多元主義への道
メタファーとして読む神の受肉

西欧では、キリスト教は唯一神の宗教であり、他のどの宗

教よりも優れたものと解釈してきた。著者はこの伝統的な

正統主義神学に対し、異を唱える。宗教はそれぞれ異なる

文化を反映し、超越的な究極のリアリティに対する人間の

応答であり、どれもみな真なるものであるとし、キリスト教の

多元主義的な自己理解の道を提唱する。A5･232頁 4,400円 11451-9 C3014 [1999]

村上良夫著

聖書を読む
国際文化理解のために

2000年にわたり人類に多大な影響を与え続けてきた、生

きた古典『聖書』。日本人が世界により貢献する必要性が

問われてきている今日、キリスト教・聖書の素養を理解して

おくことは、国際化時代において不可欠である。公平かつ

客観的な視点から、西欧を中心としたキリスト教社会にあ

る宗教倫理を『聖書』のなかに読み解く。四六･224頁 2,400円 10001-7 C0016 [1997]
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政治･経済･経営

日比野正明編著／岡本幸雄・小室広佐子共著

国際社会の動向と日本
情報・通信のグローバル化

情報・通信のグローバル化が進む中でのテレビ・メディア

の実情やマルチメディアの発展、グローバル化と地域主義

の動き、民族紛争、安全保障のシステム、地球環境保全や

開発途上国の開発、地球的問題群などについて解説し、そ

れらを踏まえた上で現代の国際社会における日本の役割

について詳説する。四六･180頁 2,400円 30141-4 C1036 [1999]

山岡法次著

企業再建に生かすリーダーシップ
海外進出企業の新ビジネスモデル

IBMで数多くの日本と海外との企業間提携に携わってきた

著者が、これまで経験してきた企業再建を実例に企業にお

けるリーダーシップについて語る。また、現在CEOを務める

マレーシアの中堅日系企業の再建で黒字経営に転換でき

た過程をたどり、ボーダレス化、グローバル化した世界にお

ける企業の問題、ありかたを説く。四六･160頁 1,700円 30293-0 C0034 [2006]

小沢一彦・毛利勝彦・道下徳成編

ディベートで学ぶ国際関係

ソフトパワーの時代と言われる21世紀、日本が世界の中で

平和と繁栄を維持するためには、教育も含めた構造改革

が急務であり、世界に通用する説得力ある発言ができるこ

とが求められている。本書は、ディベートを通じて、日本から

グローバル社会に知力を発信するための国際関係のワー

ドパワー養成ソフトウエアである。A5･180頁 2,500円 40255-5 C3031 [2001]

光田明正著

「国際化」とは何か

ますます複雑化しつつある現代の社会生活のなかで、多く

の日本人が焦眉の急であると感じる国際化。言い古された

感があるが、だからこそ問いかけたい。「国際化」とは何か。

現在日本が置かれている地位を検討し、日本が進むべき

道を多様な歴史的視点から探る。中国系の日本人である

著者の日本に対する心からのメッセージ。四六･240頁 2,600円 30121-6 C3036 [1999]

小林幸夫・吉田直正編著

日本国憲法入門

日本国憲法とは何であるか、何であったかを問うこと、アメ

リカ民主主義的である日本国憲法を通して近代憲法の理

念・原則・特徴は何なのかを学ぶことは、戦後の日本で日

本国憲法が果たした役割やこれからの日本を考えるため

に、必要かつ意義がある。大学で初めて日本国憲法を体系

的に学ぶ学生が基本的事項を理解できる入門書。A5･256頁 2,400円 40429-0 C3032 [2013]

力石寛夫編

勝てるホスピタリティの実践

ホスピタリティとは、物事を心で受け止め、心からのおもて

なしをすること。「BAGEL & BAGEL」や「WIRED CAFE」

「カプリチョーザ」「人形町今半」などの飲食店を経営する

若き６名が、ホスピタリティの実現に向けておこなっている

ことを語る。その実践は、自ずと「勝つ」経営になる。日本の

ホスピタリティ論第一人者が監修。四六･192頁 1,800円 30299-2 C0034 [2009]

西塚宏著

常勝企業の経営戦略

ライバル企業との生き残りを賭けた２強998弱の大競争時

代、強い企業は卓越した経営戦略で勝ちつづけている。ミ

ネベア㈱など大企業から中小企業まで150社に指導先が

及ぶ“名参謀”の経営戦略策定と実践のプロセス。自社の

事業とは何かを精査せよ！ コア事業に経営資源を集約

せよ！ 競争力のない事業分野から撤退せよ！A5･280頁 2,500円 40297-5 C2034 [2003]

政治･経済･経営
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折戸晴雄著

観光ビジネスの戦略
ハワイ旅行を企画する

日本人はなぜハワイが好きなのだろう？ バブル経済期の

ハワイ旅行を題材に、ジャルパックでハワイアン・アイラン

ズ、カリブ・テーマパーク、ラスベガス等の大ヒット商品を手

がけた著者が、具体的体験から観光ビジネスの基本を説

く。商品はいかに企画され、いかなる戦略で販売されるの

か。ハワイを学ぶためにも必携の一冊。A5･120頁 2,000円 40345-3 C0065 [2007]

西塚宏著

経営戦略の原点

勝ち抜く企業になる経営戦略と実務を経営の原点から解説し

ています。グローバル化、IT化が進む激動の時代、地球規模に

拡大した市場の絶え間ない変化を敏速に把握して的確な戦

略を実行するには何をすればいいのか。価値ある経営戦略を

速やかに決定するために必要な経営の基礎知識を具体例を

紹介しながら説明。中小企業経営者必携。A5･576頁 9,200円 40391-0 C2034 [2009]

小原芳明監修／玉川大学経営学部編

企業のトップが語る

ビジネスリーダーシップ

組織運営において、リーダーには何が必要とされるのか。

様々な業界でリーダーとして活躍してきた実務家19人が、

自己の豊富な人生経験とリーダーシップ経験を語る。本書

は玉川大学経営学部の人気講座「ビジネスリーダーシッ

プ」の講話集。これからビジネス社会へ一歩をふみ出す学

生への温かいエールにあふれた一冊。A5･336頁 3,000円 40399-6 C0034 [2009]

折戸晴雄編著

レストラン・ホテルの挑戦
ホスピタリティ・マネジメント

「モノの時代から心の時代へ」といわれる近年、ホスピタリ

ティは多くの産業で注目されるようになっている。とりわけ

レストランやホテルはホスピタリティを大切にしている業界

である。そこで活躍する８名のビジネスリーダーが、それぞ

れの仕事への取り組み、顧客満足度を高める心からのお

もてなしを語る。巻末に用語集付き。A5･128頁 1,600円 40408-5 C0034 [2010]
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N.J.スメルサー著／山中弘訳

社会科学における比較の方法
比較文化論の基礎

本著ではまず、社会学の巨匠デュルケム、ウェーバーの業

績を比較方法論の立場から整理し、その特徴と問題点を

指摘。さらに、経済学、政治学、人類学などの広範な領域で

行われてきた今日の比較論的諸業績を取り上げ、社会的

現象における因果関係の確定に使われるさまざまな技法

を検討する。A5･340頁 5,800円 10631-6 C3030 [1996]

A.D.キング編／山中弘・安藤充・保呂篤彦訳

文化とグローバル化
現代社会とアイデンティティ表現

モノやヒトの巨大な流れが行き交い、国家の枠組みを超え

ている今日、グローバル化についての議論も増えている。

本書は、社会学・政治経済学・人類学・比較文化・美術等、

専門領域を異にする10名の研究者による文化とグローバ

ル化に関する共同研究。グローバルな場における文化理

解のための新たなパラダイムを論じる。A5･248頁 4,000円 11481-6 C3036 [1999]

石川巧・瀧田浩・藤井淑禎・渡邉正彦編

高度成長期クロニクル
日本と中国の文化の変容

明治維新が近代のはじまりであるとすると、高度成長期は

現代のはじまりである。高度成長は何を生み出し、何を変

えたのか。日本と中国の高度成長期を、経済ばかりでなく、

当時の社会、文学、音楽など他分野からも検討し、その文

化が現在にどう接続／切断されているのかを考察する。日

中の詳細な年表を付し、その全貌を示す。A5･264頁 2,800円 40352-1 C0036 [2007]

野本寛一著

季節の民俗誌

民俗学の蓄積をふまえ、あまり日のあたらなかった年中行

事や、年中行事の体系のなかに入りにくかった季節にかか

わる人びとのいとなみに光をあてる。雪国の土の匂い、潮

の匂いが色濃くしみた「自然暦」や「多雪予測の兆象伝承」

など、「もうひとつの歳時記」に目を凝らす。平成27年文化

功労者顕彰。環境民俗学の礎を担う書。四六･468頁 4,800円 30308-1 C0039 [2016]

原尻英樹著

フィールドワーク教育入門
コミュニケーション力の育成

フィールドワークは、コミュニケーション能力や認識力を高

め、人間関係づくりや経験していない事態への適応に有効

な手法として注目を集めている。著者自身の体験や実践例

に基づいて、計画からレポート執筆までの展開のしかたと

教育効果をあげる方策を詳しく解説する。フィールドワーク

の手引書としても最適。A5･176頁 1,800円 40329-3 C3039 [2006]

前田紀美子著

やさしさが伝わる日本の礼法

日本人の美徳と思いやりの心をあらわす日本の礼法。伝

統的な礼儀作法の歴史から実践、四季折々の行事、折形、

贈答の包み・結びまでを、豊富な図版と実例を交えて具体

的に解説。家族への思いやりの心を隣人に伝え、社会全体

へ広げることによって、あたたかい人間関係をつくります。

美しい日本の礼法のすべてがわかる一冊です。B5･320頁 3,800円 40373-6 C1039 [2008]

E.H.キンモンス著／
広田照幸・加藤潤・吉田文・伊藤彰浩・高橋一郎訳

立身出世の社会史
サムライからサラリーマンへ

近代日本のエリート、あるいはエリートをめざした青年たち

の立身出世意識の変容と日本的特質を帯びたサラリーマ

ン像の形成を、これまでほとんど未開拓だった受験雑誌、

成功読本、新聞の広告や漫画など、広範な一次資料で実

証分析する。

A5･384頁 4,800円 10441-1 C3036 [1995]
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野本寛一・赤坂憲雄編

暮らしの伝承知を探る

村に入って、古老を訪ねて、話を聞くことから、民俗学という

知の営みは始まる――。民俗学的なフィールドワークは聞き

書きという調査手法によって支えられている。世代を越え

て受け継がれてきた「知恵や技」に言葉をあたえる現場か

らの報告。編者による対談のほか、事例、新しい研究動向、

他領域とのコラボレーションを紹介。
フィールド科学の入口

A5･224頁 2,400円 18200-6 C0039 [2013]

佐藤洋一郎・赤坂憲雄編

イネの歴史を探る

イネというのは、人間そして社会・文化との相互交渉のなか

で、地域ごとの進化や展開を遂げながら多様化してきた栽

培植物である――。イネの起源や歴史をめぐる、第一線の

研究者たちがそれぞれのフィールドからおこなう報告。農

学、遺伝学、考古学といったフィールドの知や方法が手を

携えることによって、テーマを解き明かす。
フィールド科学の入口

A5･228頁 2,400円 18201-3 C0061 [2013]

小泉武栄・赤坂憲雄編

自然景観の成り立ちを探る

自然景観や植生に目を凝らし、地形・地質の成り立ちや自

然史の読み解きから光を当てる――。山、サンゴ礁から、地

震、津波まで、多様性をはらんだテーマをフィールドの現場

からアプローチ。46億年という地球の時間のなかで自然を

眺める。東日本大震災のあとであらためて注目される「地

生態学（ジオエコロジー）」の世界。
フィールド科学の入口

A5･240頁 2,400円 18202-0 C0044 [2013]

小林達雄・赤坂憲雄編

遺跡・遺物の語りを探る

モノから物語へ――。遺跡をはじめ、遺跡に残された動植

物の遺体や遺構、遺物などを調査し、過去の人類の営みを

知る。石器や土器、土偶などを手がかりに、旧石器時代、縄

文時代、弥生時代の日本列島へのアプローチの方法を、

いくつかの発見・発掘から紹介。人間学としての考古学の

再編を目指し、現代につなぎ、未来に生かす。
フィールド科学の入口

A5･224頁 2,400円 18203-7 C0039 [2014]

白山義久・赤坂憲雄編

海の底深くを探る

深海には、ロマンに満ちた世界が存在する――。世界有数

の海洋大国である日本。深海への潜水調査は、地球内部

の動きをとらえ、生物の進化を解明し、新たな資源への希

望を見いだす。海流、深海生物、レアアースなど、多岐にわ

たる調査の実際と、調査を支える機械と技術について、

フィールド科学の現場に立つ研究者が報告する。
フィールド科学の入口

A5･248頁 2,400円 18204-4 C0040 [2015]

秋道智彌・赤坂憲雄編

人間の営みを探る

マグロ漁のエサにこだわり、ナマコに狂い、廃村でガラス

瓶や貝殻を拾う。あるいは、「のぐそ」を追い求める。フィー

ルドワーカーたちの独特な嗅覚によって見出された、ささ

やかだが大きく展開してゆく可能性のある調査・研究の実

践報告を収める。それぞれのフィールドワーカーたちによ

る、多様な調査の作法も興味深い一冊。
フィールド科学の入口

A5･224頁 2,400円 18205-1 C0039 [2016]
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図書館･博物館･美術館

M.B.モンマイユール著／松本栄寿・小浜清子訳

フランスの博物館と図書館

フランス革命後、人々に解放された博物館と図書館。その

最先端をいくのが総合芸術センターとして誕生したポンピ

ドゥー・センターである。図書館・博物館に共通するもの、異

質なものを問い直し、一般への公開法と利用法、研究機

関・生涯学習機関としての機能はどうあるべきかを論じ、現

代における知の冒険のありかたを探る。A5･200頁 3,200円 40288-3 C3000 [2003]

A.へンダーソン・A.L.ケプラー編／松本栄寿・小浜清子訳

スミソニアンは何を展示してきたか

１億4000万点のコレクションを所蔵するスミソニアンの16

の博物館群。スタッフがどのような課題に挑戦し、何をどの

ように展示したかを語る。スミソニアンのみならず現代のど

の博物館も直面している収集や展示に伴う社会的・文化的

問題を扱い、伝統にとらわれず、生きた展示にするための

取り組み方、考え方を述べている。A5･312頁 4,200円 40295-1 C3000 [2003]

C.ヒューズ著／安井亮・松本栄寿・小浜清子訳

ミュージアム・シアター
博物館を活性化させる新しい手法

ミュージアム・シアターとは、博物館でおこなわれる演劇の

こと。展示内容を説明するひとつの手段である。展示に関

するテーマで俳優が演じ、来館者の理解を深めることをね

らっている。日本の博物館は閉塞状況に陥って久しい。本

書は、博物館を活気づけるヒントと新しい演出方法を提示

し、既存のミュージアム観を転換させる。A5･240頁 3,600円 40324-8 C3000 [2005]

柿﨑博孝・宇野慶著

博物館教育論

博物館における教育活動の基盤となる理論や、実践に関

する知識と方法を網羅的に解説。また、博物館が今抱える

問題のほか、利用者がよりよい博物館体験を得られる方法

などを検討する。2012（平成24）年の博物館法施行規則の

一部改正・施行にあわせ、大学等での学芸員養成課程で

必修化された「博物館教育論」に沿った内容。A5･192頁 2,400円 40510-5 C3030 [2016]

保坂清著

行ってみたい遠くの小さな美術館

［主な目次］九州こそ日本の玄関／中国・四国が近くなっ

た／京都・奈良＝王朝文化の夢のあと／中部＝日本列島

の背骨／東京・ひとは砂漠では生きられないから／関東・

あずまえびすの傷あと／東北・「ふるさと」は創れない／北

海道・このいとしく遠い想い／他

四六･248頁 1,600円 09171-1 C1071 [1990]

吉荒夕記著

美術館とナショナル・アイデンティティー

美術館はたびたび国家権力と結びつき、国民意識の形成

に利用されてきた。裏を返せば、美術という表現形態は、観

る者に強くうったえ、優れたコミュニケーションをもたらし得

る。本書では、さまざまな時代や地域における美術館と社

会の関係を論じつつ、他者と出会い、開かれたアイデン

ティティーを生み出す美術館の可能性を探る。A5･400頁 4,800円 40492-4 C3036 [2014]

図書館･博物館･美術館
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文学･エッセイ

木俣修著

短歌添削教室

添削は、歌づくりの最も確かな上達方法である。白秋に学

び、多くの添削を受けた著者は、以来40余年、作歌活動の

傍ら、新聞・雑誌等で多くの作品を添削してきた。本書は、

言葉の使い方、表現技術の点から、これまでの添削作品を

整理・分類し、集大成したもの。歌を学ぼうとする人への、

簡便な指導書となろう。B6･248頁 1,200円 11624-7 C2092 [1973]

木俣修著

短歌実作指導教室

あらゆる庶民の中に短歌がどのように生き、それらの人々

がいかにその生きる日々の喜びとして歌を作っているか。

その実態を伝えるべく、庶民の歌の鑑賞編を前半に、「添削

教室」を後半に加えたものである。身近な事例から、歌作り

のポイントがズバリつかめる！『短歌添削教室』の続編。

B6･324頁 1,200円 11632-2 C2092 [1974]

佐治晴夫著

夢みる科学

宇宙はいつ、どのようにして生まれたのか。E.T（地球外知

的生命）は果たして存在するのか。NASAのボイジャー計

画に携わり、宇宙創生の理論研究で知られる「すぷーん博

士」こと、佐治博士のエッセイ。科学者のまなざしは、専門

分野に止まらず、趣味のパイプオルガンや文系理系の枠

を超えたリベラルアーツ教育へとそそがれる。四六･224頁 1,400円 30290-9 C0040 [2006]

日高敏隆著

ぼくの世界博物誌

動物にも植物にも虫にも、そして人間にもそれぞれの文化

があり、変わることなく繰り返されてきた生きるための戦略

がある。動物行動学者が世界各地を巡り、出会った不思

議、心動かされた暮らしの風景、人と自然との関係――地

球環境についても新たな問いかけをしつつ、ナチュラル・

ヒストリーの視点から綴るエッセイ集。四六･232頁 1,400円 30294-7 C0095 [2006]

高柳誠著

詩論のための試論

詩の本質に近づこうとする10の掌篇「詩論のための試論」

のほか、書き下ろし「「詩」と「声」」などのエッセイ、那珂太

郎、飯島耕一、田村隆一、高橋睦郎らの詩を読み解く論文

など、詩人・高柳誠の散文を集めた一冊。現実と非現実の

あいだを彷徨い、詩と散文を行き交い、「ことば」を考察す

る。15篇を収録。四六･264頁 3,200円 30307-4 C0095 [2016]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第一巻

新しき文学への道

三島由紀夫、武田泰淳らを相手に「演劇というものを中心

にした文学運動を起さなきゃならない」と述べる表題作の

ほか、「芸術批評について」（小林秀雄・吉川逸治・吉田秀

和）、「僕たちの実体」（大岡昇平・三島由紀夫）など全18編

を収録。昭和を代表する批評家・劇作家、福田恆存が激動

の時代を語り尽くす「対談・座談集」第一巻。四六･432頁 3,000円 01621-9 C0395 [2011]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第二巻

現代的状況と知識人

竹内好を相手に「知識人」についてそれぞれの立場から議

論する「現代的状況と知識人の責任」のほか、「現代の文

学と読者を作家はどう考えるか」（武田泰淳・野間宏）、「日

本の民主主義をめぐって」（加藤周一）、「文武両道と死の

哲学」（三島由紀夫）など全17編を収録。福田恆存がおもに

昭和30年代に語る「対談・座談集」第二巻。四六･424頁 3,000円 01622-6 C0395 [2011]
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現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第三巻

楽観的な、あまりに楽観的な

加藤寛、久住忠男、林健太郎を相手に「共産党の思考パ

ターン」について議論する表題作のほか、「伝統と革命」（佐

伯彰一）、「日本人の喪失感をめぐって」（山崎正和）、「支配

欲と権力欲への視角」（西尾幹二）、「日本人の外交感覚」

（神谷不二）など全19編を収録。福田恆存が昭和40年代の

文学・外交・教育を語る「対談・座談集」第三巻。四六･416頁 3,000円 01623-3 C0395 [2010]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第四巻

世相を斬る

ドナルド・キーンを相手に日本文学や文化を論じる「日本・

その文化と人」を皮切りに、フジテレビで放映された番組

「世相を斬る」での対談（石原慎太郎ら20名）ほか、全29編

を収録。戦後民主主義の“本質”や日本の安全保障、新聞

報道の現実などを語る。昭和最後の10年、現在に至る病根

を衝く。「対談・座談集」第四巻。四六･416頁 3,000円 01624-0 C0395 [2012]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第五巻

芝居問答

「やっぱり芝居っていうのは、劇場にあるんですよ」と語る

小林秀雄との対談「芝居問答」のほか、「劇壇に直言す」

（大岡昇平、神西清、中村光夫、三島由紀夫）、「日本におけ

るシェイクスピア」（福原麟太郎、吉田健一）、「『マクベス』へ

の招待」（芥川比呂志）など全16編。福田恆存が昭和史の

なかの演劇を語る「対談・座談集」第五巻。四六･400頁 3,000円 01625-7 C0395 [2012]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第六巻

劇場を廃墟とする前に

「台本が面白い、いい台詞がある。それを生身の役者がど

ういうふうに言うかというところで、観ているこっちは快感を

感じるんですよ」と語る表題作（川口松太郎）のほか、「『罪

と罰』について」（芥川比呂志）、「甘い芝居と辛い芝居」（菊

田一夫）、「チェーホフ劇の魅力」（中村雄二郎）など全21

編。演劇を語る「対談・座談集」第六巻。四六･432頁 3,000円 01626-4 C0395 [2012]

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 第七巻

現代人の可能性

哲学者・矢内原伊作と思想、文学、人生を語り尽くす対話

「生と死」のほか、「批評だけでなく、小説も詩も現代的に、

すなわちクリティカルになってきた」と語る表題作「現代人

の可能性」、「日本人にとって天皇は何か」（司馬遼太郎・林

健太郎・山崎正和）など全８編。日本人の可能性を考える

「対談・座談集」第七巻。四六･424頁 3,000円 01627-1 C0395 [2012]
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言語学･語学

J.M.ソスキース著／小松加代子訳

メタファーと宗教言語

ことばのあや、比喩的表現のその他のもの、直喩・提喩・換

喩などと、メタファーとの違いを、伝統的議論から現代まで

の理論に触れながら、言語哲学の立場にたって詳細に論

ずる。本書の前半で言語哲学を分析し、後半で、有限な言

語を用いて神を語ることが可能であることを、メタファーを

用いて論ずるのである。四六･324頁 3,800円 09351-7 C3014 [1992]

長野正編

日本語表現法

日本語のテキストとしての利用に適した実践書。［主な目

次］日本語の文字と表記／漢字の成り立ち／漢字の読み

方／漢字の字種─常用漢字／漢字の筆順／仮名の成り

立ち／仮名遣い／送り仮名の付け方／外来語の書き方／

ローマ字のつづり方／符号と数字の用い方／日本語と敬

語／原稿用紙・手紙文の書き方／日本語の書写A5･212頁 2,800円 10431-2 C2081 [1994]

榎本正嗣編著

ことばを調べる

ことばは日常のコミュニケーションに必要不可欠だが、私

たちは実際に使っていることばのアクセントや話し方を意

識することは少ない。話している状況をふまえてことばを観

察する方法をわかりやすく説明する。音声、語彙、文法的側

面から具体例を用いてアプローチした言語学入門書であ

る本書は、言語観察の動機づけに最適。A5･160頁 2,000円 40293-7 C0080 [2003]

土屋道雄著

國語問題論争史

当用漢字と現代仮名遣いという戦後の国語改革は、賛成

派・反対派の間に大きな論争を引き起こす。この問題は明

治以来の流れがあり、一方では漢字廃止・ローマ字国字化

の運動も起こり、そのつど論争が戦わされてきた。本書は、

そうした論争を克明に辿ることで日本語の正しい表記法を

求め、後世に伝えていこうとするものである。A5･432頁 4,800円 40315-6 C3081 [2004]

松本茂監修／G.W.ゼーゲルミューラー解説／
柴田裕之・今泉真紀訳

アメリカを動かした演説
リンカーンからオバマまで

オバマ大統領の登場により、演説の可能性や重要性が見

直されている。また、それは英語学習の対象としても脚光を

浴びている。アメリカ史上、重要な人物がおこなった演説

の多くは、どれも推敲が重ねられ、洗練されていて、完成度

が高い。本書では、アメリカを動かした演説の背景、演説

の戦略、技法、語彙選択などを理解する。A5･208頁 1,800円 30298-5 C0082 [2010]

トミー植松著

似た英単語の使いわけ

辞書ではわからない意味のよく似た英単語・熟語122例の

区別のポイント、使い方のコツ、会話の実例。［主な目次］

海岸（beach, seashore）／大きい（big, large）／きれい

な（clean, clear）／習慣（custom, habit）／終わる（end,

finish）／すみません（Excuse me, I'm sorry）／他

B6･236頁 1,200円 08661-8 C2082 [1981]

トミー植松著

トミー植松の成功する英語面接

フライトアテンダント・外資系銀行員・大使館員など、あこ

がれの職業の関門に英語面接がある。そのときに、日本的

な謙譲の美徳を発揮しては、まず試験官によい印象を与え

ない。「必ず聞かれる質問とその答え方」など、豊富な具体

例で示す英語面接必勝法。

B6･304頁 1,500円 30273-2 C2082 [2003]
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トミー植松著

ブレーン・エクササイズ
頭の体操・英語版

「女王の前でも帽子をかぶって座っている人は誰か？」答え

は“Her chauffeur.”（お抱え運転手）、「ゴールインした時

ホットドッグは何と言ったか？」答えは“I'm the wiener.”

（私がウィンナーだ）などなど、英語の頭を柔らかくするクイ

ズ・謎 ・々ジョークが満載。学習上大切な、英語を英語で考

えるくせが自然と身につく本。B6･208頁 1,600円 30278-7 C2082 [2004]

本名信行著

英語はアジアを結ぶ

英語は現在アジア諸国の共通言語であり、ほとんどの国で

小学校から英語教育が行われている。ただしそれは、英米

人の英語ではない。アジア各国の言語文化の影響を受け

た英語であり、人々は英語で自己を表現する。本書では、

日本におけるこれからの英語教育のために、アジア諸国で

どのように英語が使われているかを展望する。四六･240頁 1,800円 30292-3 C1082 [2006]

榎本正嗣著

日英語 話し言葉の音声学

外国語を学習するとき、発音に苦労したことはないだろう

か。英語には日本語にない難しい発音が多いように感じら

れるが、実際、その多くは無意識に日本語でも使われてい

る。本書では、日英語の音体系の相違点・共通点を明らか

にし、英語学習の一助とすることを目的としている。練習問

題、CD-ROM付。A5･176頁 3,500円 40161-9 C2080 [2000]

松本茂・鈴木健・青沼智著

英語ディベート 理論と実践

批判的思考力や論理的思考力が重視され、高校や大学で

も「議論」を展開する活動が積極的に取り入れられている。

英語教育においてディベートをどうとらえるべきか、指導上

のポイントを示し、実例からどんな理論を活用したうえで戦

術や議論を準備し、論証すべきかを解説。日本のディベー

ト教育をリードしてきた著者陣による一冊。A5･344頁 4,500円 40379-8 C2082 [2008]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第一巻

国語学編一

日本人の言語表現の特色を探った「日本人の言語表現」

（1975年刊）と、日本語の話し言葉に初めてアカデミズム

の光をあてた「話し言葉の技術」（1956年刊）、そして〈日本

文化研究〉シリーズの一冊として発表された「日本語の表

現」（1961年刊）を中心に編集。日本語に対する愛情あふ

れる一冊、待望の著作集・第一巻である。A5･688頁 8,500円 01471-0 C3380 [2003]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第二巻

国語学編二

正しい日本語とは何か。昭和39年から翌年にかけ「文藝春

秋」に発表した「日本語は乱れていない」と「泣いて明治の

文豪を斬る」は保守派の反撃をうけ、国語問題の大論争に

発展する。本巻には、この二つの論文を収めた『新日本語

論』（1966年刊）とその続編『日本語への希望』（1976年

刊）、『日本語の使いかた』（1983年刊）を収録。A5･664頁 8,500円 01472-7 C3380 [2004]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第三巻

国語学編三

音韻・語彙・文法について論じたものの集成。著者による現

代日本語概説である。ほかに『言語研究』や『国語と国文

学』など学会誌に発表した「国語動詞の一分類」（1950）、

「不変化助動詞の本質」（1953）、「日本語動詞のテンスと

アスペクト」（1955）の三論文と、NHKブックスの一冊『日

本語の特質』（1981）を収録。A5･640頁 8,500円 01473-4 C3380 [2004]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第四巻

国語学編四

日本語の発音・語彙・表記法・文法など、あらゆる角度から

光をあて、日本語の面白さ、すばらしさ、そして欠点を具体

的に解明する。第一次日本語ブームのきっかけとなった新

書版のロングセラー『日本語』（1957年刊：のち新版として

1988年刊）と『日本語セミナー５ 日本語のあゆみ』（1983

年刊）を収録。A5･720頁 8,500円 01474-1 C3380 [2004]
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金田一春彦著

金田一春彦著作集 第五巻

国語学編五

真言宗の声明『四座講式』から鎌倉時代のアクセントを再

現した画期的労作。著者の博士論文である。「私は…いろ

いろつついてみたが、やはりアクセントの史的研究が一番

おもしろい。性にも合っているようだ。それで、二、三年前か

ら……じっくりこの研究に身を入れてみようと考えた。これ

は、その方面の試作第一号である。」A5･688頁 8,500円 01475-8 C3380 [2005]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第六巻

国語学編六

第６巻は、音韻について、著者の中核的な考えを記した「音

声と音韻」を巻頭に、昭和四十年度の日本言語学会での

研究発表「高さのアクセントはアクセントにあらず」や雑誌

に発表して論争を呼んだ「里親と砂糖屋」、「日本語アクセ

ントの音韻論的解釈」など、金田一音韻論の集成である

『日本語音韻の研究』を中心に編集。A5･672頁 8,500円 01476-5 C3380 [2005]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第七巻

国語学編七

著者のライフワークとなった日本語のアクセント・方言論の

主著『国語アクセントの史的研究』（1974年刊）と、「東西両

アクセントの違いができるまで」など代表作を収めた『日本

語の方言』（1975年刊）を収録。通時的・共時的に日本語

のアクセントの体系を明らかにする。他に「味噌よりは新し

く茶よりは古い」など三論文を収めた。A5･764頁 8,500円 01477-2 C3380 [2005]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第八巻

国語学編八

「私の方言研究は、昭和十二年の学校卒業と同時に始まっ

た……方言研究の世界に足を踏み入れてみると、これは

実にすばらしい学問分野である。私はほとんど夢中になっ

た。」著者四十年の思索の跡をたどる『日本語方言の研究』

と、他に「アクセントの分布と変遷」「東京アクセントの特徴

は何か」など六つの論文を収めた。A5･648頁 8,500円 01478-9 C3380 [2005]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第九巻

論文拾遺

「補忘記の研究、続貂」（1942）「移りゆく東京アクセント」

（同）そしてプリント私家版として発表した「埼玉県下に分

布する特殊アクセントの考察」（1948）など、単行本未収録

のものを中心に二十編の論文を収めた。少壮学者として取

り組んだアクセントの史的研究、方言論から「朗読源氏物

語」（1986）まで、日本語研究半世紀の思索の跡。A5･656頁 8,500円 01479-6 C3380 [2005]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第十巻

童謡・唱歌編

大正から昭和にかけて「十五夜お月さん」「七つの子」「青

い目の人形」「赤い靴」など、多くのすぐれた作品を残した

本居長世。本書は、＜私は先生の作品に子供の頃から接

し、音楽を愛する心を養った＞として、この作曲家を師とあ

おぐ国語学者が、敬愛の念をこめて描いた伝記である。随

筆集「童謡・唱歌の世界」を併録。A5･712頁 8,500円 01480-2 C3380 [2004]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第十一巻

随筆編一

春夏秋冬の移り変りや月日の流れを、１つのことばに託し

て語る『ことばの四季』と『ことばの歳時記』。また日本全国

の方言調査に従事した著者が、方言の魅力とその後世に

残すべきことを説く『方言の世界』。著作集第十一巻は以上

の３冊を中心に編集。ほかに「忘れがたき人々」を収録。滋

味あふれるエッセイ集である。A5･656頁 8,500円 01481-9 C3380 [2004]

金田一春彦著

金田一春彦著作集 第十二巻

随筆編二

蕪村の句「我帰る道いく筋ぞ春の草」のように、あっちでツ

クシを摘み、こっちでサクラソウにうつつをぬかした、道を

楽しみながら通ってきた人生だった――前半生をユーモア

を交えて記す『わが青春の記』（1994）、『父京助を語る』

（1977）、身辺雑記から交友談におよぶ『ケヤキ横丁の住

人』（1983）など、珠玉のエッセイ集。A5･720頁 8,500円 01482-6 C3380 [2004]
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金田一春彦著

金田一春彦著作集 別巻

金田一春彦の遺稿「林大君のこと」と対談・座談会（［“国語

問題”を考える］など）、年譜（70歳までは自筆年譜）・著作

年表、そして著作集全12巻の詳細な索引を収めた。索引は

１．標題、２．件名、３．人名（機関・団体名を含む）、４．文献

（誌紙・作品名を含む）の四種からなり、ひとつのキーワード

から全12巻を縦横に活用できる。A5･360頁 5,000円 01483-3 C3380 [2006]

言語学･語学
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学
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芸術･美術

利光功著

美と芸術のプロムナード

詩歌、音楽、美術、演劇――現代日本人は、なぜかくも芸術

を愛するのか。なだらかに彎曲する小鳥の囀る坂道を登っ

たところにある緑に囲まれた学び舎での教員生活の折々

に書かれた随想と評論。日本・西欧の美・芸術・ミュージア

ムのプロムナードを逍遙し、美の鑑賞と芸術的生活へと誘

う味わい深いエッセイ集。四六･216頁 2,800円 30021-9 C3070 [1998]

玉川大学芸術学部編／戸澤義夫・本江邦夫・渡辺保監修

アート・スタンダード検定
公式テキストブック

玉川大学芸術学部で実施されているアート・スタンダード

検定試験用のテキスト。舞踊、演劇、音楽、美術を中心に芸

術に関連する約500の用語を50音順に解説。幅広い芸術

の諸ジャンルを横断的に学習することができるように配慮

されている。芸術全般にわたる基礎知識や、芸術的な基礎

教養を身につけたい一般の人にもお薦め。A5･208頁 2,200円 40439-9 C3070 [2011]

D.シスルウッド著／上野浩道・西村拓生・池亀直子訳

ハーバート・リードの美学
形なきものと形

イギリスの詩人で、美術評論、文芸批評で活躍したハー

バート・リードは、第二次大戦後の芸術教育活動で指導的

な役割を果たした。本書は、リードの生涯を概観し、その思

想と活動を検討した翻訳書。彼の美的思想の進化を追い、

彼のテクストを同時代のコンテクストから読む手がかりを

提供する。リード研究の基礎文献となる一冊。A5･280頁 5,000円 30291-6 C3070 [2006]

J.ウルフ著／笹川隆司訳

芸術社会学

人間の全行為は社会構造のなかに位置付けられているのであり、

芸術も、生来の天才に神秘的な霊感として降り来るものではない。

むしろ多くの現実的、社会的、歴史的要素の複合体なのである。芸

術家や作家の創造的自律性とは、一連の社会的、経済的、イデオロ

ギー的な座標に還元されるものなのだ。――諸芸術の社会的特質

を探求し、芸術社会学の主要課題を学ぶための入門書。A5･256頁 4,000円 40292-0 C3070 [2003]

中山昭彦編

ヴィジュアル・クリティシズム
表象と映画＝機械の臨界点

20世紀はヴィジュアルな表現に席巻された時代だった

――。本書は、実写映画からアニメーション、モダン・アート

から古典的な絵画や写真までを対象に、視覚表現の具体

的な分析と理論的な考察をおこなう論集。20世紀のヴィ

ジュアルな表現について問い、そこから20世紀のさまざま

な表現に通じる大きな視点を引き出す。A5･352頁 3,500円 40377-4 C0070 [2008]

保坂清著

聖書が生んだ名画

今日の文明の基礎になった「キリスト教的精神世界の背

景」、つまり聖書的背景を知らせたい。それを知ったうえ

で、優れた西欧の美術作品の前にもう一度立ってほしい。

そうしたら、名作というもののもつ本当の意味と価値がわ

かってもらえるに違いない。そういった著者の願いがこめ

られている。四六･240頁 2,400円 09381-4 C1071 [1992]

西川潔・織田芳人著

ビレッジサイン
英国フォークロアのデザイン

イギリスのノーフォク地方の街角にみられるユニークなビ

レッジサインの写真集。日本やアメリカなどのシンプルな

市町村標識とは異なり、村名とともになんらかの図像が表

示されており、村の歴史や特徴を示している。調査したビ

レッジサイン102基のうち、77基をカラー写真で、25基をモ

ノクローム写真で紹介。B5･120頁 4,900円 10941-6 C1072 [1998]
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齋藤康一著

昭和の肖像
齋藤康一写真集

激動の時代「昭和」を彩った100人を、写真家・齋藤康一が

撮影。人物写真で昭和をふり返る――。齋藤康一は、これま

で俳優、作家、画家、映画監督、建築家など、各界の著名人

約3,000名のポートレートを撮影してきた。人物写真を撮り

続けて45年。昭和の人物の佇まいを丁寧に撮った写真か

ら、彼らの生きた時代をとらえ直す。A4･144頁 3,800円 12002-2 C0072 [2007]

南川三治郎著

世界遺産巡礼の道をゆく
熊野古道

「紀伊山地の霊場と参詣道」は、フランス・スペインのサン

ティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路に次いで２ヵ所目の、

道の世界遺産。熊野古道の敬虔かつ崇高な巡礼路の撮影

に適した８×20インチのカメラを用い、その自然や風景、寺

社の国宝・重要文化財、祭りなどの行事を撮影。南川三治

郎の柔軟な感性による迫力ある写真集。A4･126頁 2,900円 12003-9 C0072 [2007]

南川三治郎著

世界遺産巡礼の道をゆく
カミーノ・デ・サンティアゴ

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路は、キリストの

12使徒の一人、聖ヤコブの遺骸が眠る聖地を目指す道で

ある。フランス・スペイン両国のこの道は、日本の「紀伊山

地の霊場と参詣道」とともに道の世界遺産として知られる。

写真家・南川三治郎の鋭いカメラ・アイによって、美しい自

然の風景とロマネスク美術の傑作を撮影。A4･128頁 2,900円 12004-6 C0072 [2007]

南川三治郎・大平雅巳・小浜清子著

マイセン

ヨーロッパ最初の磁器として知られるマイセン。本書では、

前半で美しいマイセン磁器の写真を紹介し、後半でその誕

生と発展、そして戦乱による急速な衰退までのドラマチック

な歴史を解説する。関連する作品や遺跡、人物の写真を散

りばめながら、世界で最も評価の高いマイセン磁器300年

の歴史と魅力を、グラフィック的に探る。A4･128頁 4,600円 12006-0 C0072 [2009]

齋藤雄致著

良寛 ポストカードブック

江戸時代の僧侶で、漢詩人、歌人、書家であった良寛。生

涯修行僧で、托鉢によってわずかな糧を得ながら、民衆と

和合、調和の生活を貫いた。本書では、良寛が詠んだ数多

くの歌から30首を選び、その風景をイラストに描いた。時代

を超えて愛される良寛の姿を絵はがきというかたちであら

わし、そのほほえましい生涯を伝える。変･30頁 1,500円 12007-7 C0071 [2009]

加藤僖一著

書のすすめ

書に親しむには、どうしたら良いのか。さまざまな鑑賞法、

筆法、書道の精神性、道具などについてわかりやすく語る

「書への招待」。［主な目次］書道とは何か／書の見方／中

国の漢字／日本の漢字／日本のかな／現代の書道

四六･220頁 1,800円 30081-3 C1070 [1998]

藤森武撮影／西村公朝序文／田中惠文

鉈彫 荒彫 藤森武写真集
謎の木彫仏

平安時代の後半を中心に流行し、風のごとくあらわれ、忽

然と消え去っていった鉈彫。素材を大切にした鉈彫像は、

江戸時代の彫刻家円空にも多大な影響を及ぼした。今回、

滋賀県・金剛輪寺の聖観音菩薩立像、兵庫県城崎・温泉寺

の十一面観音菩薩立像など、今までの南限説を覆す秘仏

中の秘仏を掲載。A4変･160頁 16,000円 40252-4 C0072 [2001]

柿﨑博孝解説

組上燈籠
上野公園動物園組上ケ
復刻版

組上燈籠とは画中の部品を切り取って、芝居、風景、建物

などを組み立てる玩具絵。江戸・明治・大正期にかけて、子

どもから大人まで楽しめる遊び物として流行した。明治15

（1882）年３月20日に開園した日本で最も古い動物園「上

野動物園」の様子を再現した古のペーパークラフト。開園９

年後の状況を記録するものである。260mm×380mm･4枚＋解説頁 1,200円 12010-7 C0471 [2010]
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柿﨑博孝解説

組上燈籠
祇園祭礼信仰記金閣寺の場
復刻版

組上燈籠とは画中の部品を切り取って、芝居、風景、建物

などを組み立てる玩具絵。江戸・明治・大正期にかけて、子

どもから大人まで楽しめる遊び物として流行した。「祇園祭

礼信仰記」として親しまれる芝居の４段目「金閣寺」の場面

を再現した古のペーパークラフト。織田信長の一代記に取

材した時代物で、初演は宝暦７（1757）年。260mm×380mm･4枚＋解説頁 1,200円 12011-4 C0471 [2010]

和久洋三著

童具デザイナーのスペイン

スペインへの出奔。異郷の地へ駆り立て体得したものは何

か。童具作家が創作エネルギーの底に求めたものは？［主

な目次］スペインへの出奔―長すぎる序にかえて／愛の発

見―哀しき自我／セビリアの日々―ビバ！ セビジャーナ

／公平な神―ひたむきな行為／見えない世界―創造につ

いて／三つ子の魂―遊べ子どもたち
玉川選書153

B6･224頁 1,200円 15531-4 C1370 [1985]

久米康生著

和紙 多彩な用と美

ヨーロッパ各地の博物館・美術館・図書館には、現在の日

本では見られないものを含め、江戸期・明治初期の日常生

活を彩っていた貴重なコレクションが所蔵されていた。キリ

シタン宣教師やシーボルトらにも、世界に比類のない書写

材、生活文化財として、高く評価された和紙の美しさと汎用

性を併せ持つ魅力と本質に迫る。A5･280頁 5,400円 11041-2 C0072 [1998]
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音楽･演劇･芸能

玉川学園編

交響曲第九番 合唱

アマチュアで合唱を愛好する人々が、一度は歌ってみたい

ベートーヴェンの「第九交響曲の合唱」のテキスト。ドイツ語

をより正しく発音するための特別ひらがな表記。練習の際

に、合唱部分を聴きとりやすく、歌いやすくするためのピア

ノ譜等々、他のテキストにはない工夫がある。

B5･76頁 1,000円 13122-6 C1073 [1987]

玉川大学編

ベートーヴェン 交響曲 第9番
第4楽章 歓喜に寄せて

アマチュア合唱愛好家のための、新しい《第九》楽譜。現代

ドイツ語の発音に忠実かつ意味をわかりながら歌うことに

重点をおき、独自の発音フリガナを付す。合唱指導の際の

具体的なアドバイスを脚注にまとめるほか、オーケストラ演

奏を前提としたピアノ伴奏譜にもこだわる。解説編では、人

類の遺産、《第九》の意義を掘り下げる。A4･88頁 1,300円 13209-4 C1073 [2016]

D.L.マッケーニー著／千葉佑訳

ハンドベル演奏の手引き

一人では味わうことのできない音楽演奏の喜びを与えてく

れるハンドベル演奏。本書では、「これがベルで、これは四

分音符……それは１ビートに等しい」という基礎から始め、

ベルと音楽についての知識を基にハーモニーを奏でる手

順を提供。基本的な音楽用語についてもわかりやすく紹介

します。練習用楽譜付。A4･96頁 3,400円 13191-2 C3073 [1997]

網野公一・藤澤眞理・渡邊まさひこ編

モーツァルト スタディーズ

生誕250年を迎えたモーツァルトは、今でも世界中の人々

に愛されている。「モーツァルト」とは何なのか、何だったの

か。音楽のみならず、その他の芸術、歴史、社会などを第一

線で研究する執筆陣が、各々の角度から新たなモーツァ

ルト像を模索。鼎談、コラム、年表、人物相関地図も付し、

モーツァルトの全体像をあぶり出す。A5･336頁 2,800円 40332-3 C0073 [2006]

K.B.イートン著／谷川道子・伊藤愉編訳

メイエルホリドとブレヒトの演劇

20世紀前半の激動の時代に、演劇と社会との関係を問い

ながら、新しい理論と方法を追求しつづけたメイエルホリ

ドとブレヒト。現代演劇に多大な影響を及ぼした二人の演

劇人の関係を、ロシアとドイツを舞台とした歴史と文化交

流のなかに読み解く。ベンヤミンのエッセイ（本邦初訳）と

谷川道子・伊藤愉・鴻英良の論考を併録。四六･344頁 3,800円 30309-8 C3074 [2016]

C.ディケンズ作／J.ブロック・M.フィッツギボンズ脚色／
島川聖一郎訳

オリバー・ツイスト 二都物語

19世紀イギリスの国民的作家ディケンズの代表作「オリ

バー・ツイスト」と「二都物語」を戯曲化。ともに原作の波乱

万丈の物語と多彩な人物像を、前者は英国のプロの劇団

が現代演劇の手法によって初演し、後者は米国の大学生

が、場面設定を簡略化し、簡素な舞台装置と衣装により初

演、低予算の上演に成功したものである。四六･304頁 5,000円 40357-6 C0074 [2008]

現代演劇協會監／三輪えり花著

英国の演技術

演技とは身体、声、知性、理性、感情、ひらめき、想像力すべ

てが溶け合って生まれるもの――。英国の演劇学校では、

あらゆるジャンルの演出に応えられる即戦力と応用力を徹

底的に磨く。数多くの俳優を輩出してきた英国王立演劇ア

カデミーの俳優訓練方法を、日本で初めて理念から実践ま

で網羅的に紹介する。演技を鍛える書。A5･226頁 2,500円 40457-3 C0074 [2012]
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J.ペリー著／太宰久夫監訳／野呂香・松村悠実子訳

演劇入門ブック
ビジュアルで見る演技法

身体のコンディションづくりや稽古、上演本番での動きな

ど、アクターがたどる一連のステップを多彩なエクササイズ

で鍛える書。入門者からプロまでを対象に、言語や身体の

作りを問わないベイシックな演技法と、演劇の基礎知識を

紹介する。日本人モデルで撮りおろし、巻末に日本語版付

録「メイクアップ」を収録。オールカラー。B5変･136頁 3,500円 40472-6 C0074 [2014]

梅若万紀夫編

梅若万三郎家 能面手鑑
橘之巻 梅之巻

観世流・梅若家に伝わる400を越える能面のなかから、優

品200余点を精選。かつてない収録数を誇る写真集。精選

された面は、いまも殆どが舞台で用いられており、その舞

台姿も収録。合わせて各面が使用される曲目をすべてに

わたり記載する。また、面打ちの特徴と時代を語る面裏の

写真も掲載。B4･528頁 70,000円 11111-2 C0074 [1997]

中西通著

能のおもて

能楽資料館所蔵の代表的な面と、近年発見・収蔵した優品

を数多く掲載した写真集。面裏の鑿痕・焼印、さらに漆書の

記録など、できる限り克明に収録・解説する。カラー――原

寸33点、他40点。白黒――面裏・朱書き・焼印96点。

A4･128頁 7,500円 11331-4 C0074 [1998]

髙津紘一著

髙津紘一 能面を打つ
面の舞台と型紙

現代を代表する能面師が打つ20面を原寸カラーで公開。

照明、焦点の変化などにより、様々な表情を撮影。内面まで

を捉える。また、その面を使用した舞台写真、曲目解説も収

録。演者によって命を吹き込まれた面が舞台でどんな表情

をし、物語にどう生きるのか、理解を深める。別冊には正確

に採寸した型紙を付し、制作を助ける。B4･120頁 18,000円 12001-5 C0074 [2007]

髙津紘一著

能面 ポストカードブック
NOH OMOTE Postcard Book

日本が世界に誇る伝統芸能・能楽。2001年にユネスコより

第１回世界無形文化遺産に認定された。本書は、日本文化

の一面である能を、絵葉書というかたちで楽しむもの。現代

を代表する能面師・高津紘一作の能面26点の写真を中心

に、書家・荻野丹雪の書も収録する。日英２ヵ国語の説明文

によって、初心者でも能面を理解できる。変･30頁 1,500円 12005-3 C0074 [2008]

成川武夫著

世阿弥 花の哲学

日本の代表的古典芸能である能楽を大成させた世阿弥

は、能芸美の極致を追求した優れた演能者であるとともに

『風姿花伝』をはじめとして18種におよぶ伝書を著した思

想家でもあった。本書は、伝書を通して世阿弥の中心主題

である「花の解明」を組織的に考察。彼の卓越した芸能観

と人間観を浮き彫りにする。B6･232頁 1,800円 08571-0 C1074 [1980]

梅若万三郎著

亀堂閑話
能楽随想

日本芸術院創設とともに初代会員となり、第１回文化勲章

を受賞した観世流シテ方・梅若万三郎が語る「花」の技法

の能楽随想。万三郎は、豊かな声、迫力ある艶麗な演技で

名人の名をほしいままにし、演能三千番、あらゆる能の曲

目を演ずるという未曾有の記録を打ち立てた。その万三郎

が70年の能生活を回顧する。菊･384頁 3,800円 10901-0 C0076 [1997]

中森晶三著

能の知恵
花伝書を現代に

観阿弥・世阿弥の厳しい芸道――花伝書。第一線で活躍

する能楽師が、原文と現代語訳を上・下段に分けて並べ、７

編からなる伝書の内容を、順を追ってわかりやすく解釈・解

説する。［主な目次］花伝書という本／花伝書内容紹介／

年来稽古条々／物学条々／問答条々／神儀／奥儀／花

修／他
玉川選書42

B6･266頁 1,200円 14422-6 C1374 [1976]
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山本東次郎著

狂言のすすめ

室町時代から今日まで、狂言を支えてきたものは、「をか

し」だけであろうか。芸術選奨、文部大臣賞に輝く著者が、

狂言の真の姿から人間のあり方と本質をさぐる。［主な目

次］狂言がわかりやすいとされる理由／劇的でない狂言

の内容／人間の内部に存する弱質の告発／馬鹿や愚か

の示唆するもの／大蔵流の主張／他B6･212頁 1,800円 09431-6 C1074 [1993]

山本東次郎著

狂言のことだま

人間の愚かしさ、人生とはいかなるものかを慈しみをもっ

て見つめる狂言には、観る人の心のままに見出す何ものか

が必ずある。選び抜かれ磨き上げられた狂言のセリフの根

底には口から発せられた言葉は生命をもつという言霊信

仰が確固として存在する。ぎりぎりに切り詰められた言葉

やしぐさの中に込められた狂言の神髄を語る。四六･264頁 2,000円 30268-8 C1074 [2002]

山本東次郎編著／神田佳明撮影

山本東次郎家 狂言の面

山本東次郎家伝来の百数十面から五十六面を厳選し、原

寸・原色で忠実に再現。数百年の歳月、代々の狂言方に受

け継がれ能舞台で生き続けてきた面の数々。能の歴史を

支えた能面打ちの名人たちは同時に狂言面も打っていた。

赤鶴、龍右衛門、河内など錚々たる能面作者の名品を多数

含む、狂言面で初めての本格的写真集。A4変･176頁 15,000円 40291-3 C0074 [2003]

今尾哲也著

歌舞伎をみる人のために

花道、黒衣、女方など歌舞伎を観るために必要な基本的約

束事を紹介。誰にでも理解できる入門書。［主な目次］約束

ということ／古典であって現代芸術／歌舞伎の復活／客

席の今昔／幕／花道／歌舞伎舞台の変遷／柝／お囃子

／三味線の導入／舞台／迫り出し／黒衣／女方

B6･216頁 1,800円 09441-5 C1074 [1993]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

出世握虎稚物語

竹田出雲作。享保10年５月、大坂竹本座初演。小田信永

（織田信長）が斎藤道三の娘との婚儀を結ぶ経緯から今川

義元を破るまでを、木下秀喜（秀吉）の、信永との運命的な

出会いと立身出世の物語を中心に描く。これまで翻刻され

ていなかったために読めなかった作品を活字化する〈義太

夫節浄瑠璃未翻刻作品集成〉シリーズ第一弾。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成1

A5･132頁 2,300円 01591-5 C1091 [2006]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

藤原秀郷俵系図

並木宗助・安田蛙文作。享保14年９月、大坂豊竹座初演。

藤原秀郷に滅ぼされた平将門の妾が、将門の遺児である

子を養子として育てる秀郷に感謝しながらも朝敵の立場を

貫き、復讐を遂げようとする執念とその敗退を描く。四段目

段切には、「菅原伝授手習鑑」「寺子屋」段切の先行として

注目されてきた、同巧の「いろは送り」がある。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成2

A5･152頁 2,300円 01592-2 C1091 [2006]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

工藤左衛門富士日記

竹田出雲作。享保13年３月、大坂竹本座初演。建久４年５月

下旬、富士の巻狩で曽我兄弟は父の敵工藤左衛門を討

つ。しかし、その裏には工藤の秘められた苦衷があった。享

保期人形浄瑠璃における『曽我物語』の新解釈である。こ

れまで読みにくかった作品を翻刻活字化する〈義太夫節浄

瑠璃未翻刻作品集成〉シリーズの一冊。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成3

A5･164頁 2,300円 01593-9 C1091 [2006]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

伊勢平氏年々鑑

竹田出雲作。享保11年９月、大坂竹本座初演。平治の乱の

勝者である平清盛は、自らが白河院の落胤であるとの出

自を知るや専横を極める。一方、敗者の頼朝は源家再興を

願う人々の力あって、助命が叶う。平治の乱後の平家の隆

盛と源家再興への序曲。本作品は戦前に翻刻があるが、読

みやすく、手に入りやすいかたちで翻刻する。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成4

A5･128頁 2,300円 01594-6 C1091 [2006]
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鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

尊氏将軍二代鑑

並木宗助・安田蛙文作。享保13年２月、大坂豊竹座初演。

光明天皇の御世、前将軍足利尊氏の嫡男義詮と尊氏の弟

直義は、将軍職をめぐり対立する。無自覚なまま政争に翻

弄される塩冶兄弟と和気姉妹、一人の遊女。本作品は、そ

の抗争を背景に『太平記』「塩冶判官讒死事」を脚色した浄

瑠璃。『仮名手本忠臣蔵』とも関連するものである。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成5

A5･148頁 2,300円 01595-3 C1091 [2006]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

清和源氏十五段

並木宗助・安田蛙文作。享保12年２月、大坂豊竹座初演。

「義経千本桜」の基盤となった並木宗輔（宗助・千柳）らの

作品。文治３年、頼朝と義経の対立は激化していた。双方が

相手に抱く不信感や、義経を敵と狙う母と子が生活苦の中

で罪業を重ねる姿を描く作風が、「義経千本桜」とは一見対

照的でありながら、無常観において相通ずる。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成6

A5･144頁 2,300円 01596-0 C1091 [2006]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

京土産名所井筒

長谷川千四作。享保14年11月、大坂竹本座初演。古今と

彦三の恋の流転を描く。彦三の兄である惣八は、ふたりの

危機を二度の殺人によって救う。外題は、京の筒井重三郎

殺害を読み込んだもの。享保８年に出された心中事件の上

演・出版禁令以後の、世話物の可能性を探った実験作。の

ちに『艶容女舞衣』「酒屋」の原拠となる。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成7

A5･112頁 2,300円 01597-7 C1091 [2007]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

信州姨拾山

長谷川千四・文耕堂作。享保15年８月、大坂竹本座初演。

『太平記』に取材。金ヶ崎城での新田軍敗北の後、再起を

はかる新田の家臣や、新田方に心を寄せる足利の武将ら

の苦衷を描く。『大塔宮曦鎧』「身替音頭」をモチーフにした

二段目は歌舞伎でも上演され、義太夫狂言が定着する以

前の歌舞伎・浄瑠璃交流の多様性を伝える作である。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成8

A5･136頁 2,300円 01598-4 C1091 [2007]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

鬼一法眼三略巻

文耕堂・長谷川千四作。享保16年９月、大坂竹本座初演。

鞍馬山の天狗に化け牛若丸に兵法を授けた鬼一法眼、作

り阿呆となって世を欺く一条大蔵卿。心ならずも平家方に

身を置きながら源氏再興に心を尽くし、義経にその夢を託

す男たちの苦衷と、家臣となる武蔵坊弁慶の出自を描く。

文楽、歌舞伎で今なお上演される代表作である。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成9

A5･144頁 2,300円 01599-1 C1091 [2007]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

須磨都源平躑躅

文耕堂・長谷川千四作。享保15年11月、大坂竹本座初演。

風雅を好んだ平家の武将の最期が、源平に分かれた人々

の悲劇とともに描かれる。『源平盛衰記』の緒方伝説や『平

家物語』を題材としているが、直接は能「忠度」「敦盛」や古

浄瑠璃「千載集」「薩摩守忠度」の影響を受けている。二段

目の切り、「扇屋」が独創的な内容である。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成10

A5･144頁 2,300円 01600-4 C1091 [2007]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

右大将鎌倉実記

竹田出雲作。享保９年11月、大坂竹本座初演。源義経の叔

父備前守行家と梶原景時は、義経を滅ぼそうと謀略を企て

る。義経と静の身代わりになろうとする佐藤忠信とその妻

安督……。義経と頼朝の対立を軸に、その周辺の人々を描

く。『義経記』に見られる、都落ちする失意の時代をテーマに

した判官物である。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成11

A5･128頁 2,300円 01601-1 C1091 [2007]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

赤沢山伊東伝記

並木宗助・安田蛙文作。享保17年９月、大坂豊竹座初演。

平家全盛の世、伊豆の流人となっていた源頼朝は、平家調

伏の嫌疑をかけられる。頼朝の預り主伊東入道の元では、

入道の娘歌方と頼朝の間に一子が誕生していた……。頼

朝の流人時代、後の曽我兄弟の敵討ちの発端を絡め、伊

東一族の悲劇を描く。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成12

A5･132頁 2,300円 01602-8 C1091 [2007]
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鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成
第二期

よみがえる日本の文化、受け継がれる日本の精神。浄瑠璃

は、近世庶民の倫理観、人生観を構築していくうえでの必

読書であった――。第１期全12巻に続き、現在未翻刻の義

太夫節浄瑠璃10作品を翻刻活字化。無形文化遺産である

人形浄瑠璃文楽の原作を再現する。解題では作品の理解

を深められる。函入りセット組み、分売不可。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成

A5･各約128頁 23,000円 01610-3 C1091 [2011]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成
第三期

現在未翻刻の義太夫節浄瑠璃作品を翻刻活字化するシ

リーズ第３弾。第１期、２期に続き、無形文化遺産である人形

浄瑠璃文楽の原作10作を再現する。作品の理解を深める

「解題」、上演・翻刻状況を知る「年表」付き。函入りセット組

み、分売不可。浄瑠璃は、近世庶民の倫理観、人生観を構

築していくうえでの必読書であった――。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成

A5･各約128頁 23,000円 01628-8 C1091 [2013]

鳥越文蔵監修／義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成
第四期

浄瑠璃は、近世庶民の倫理観、人生観を構築していく上での

必読書だった。本企画は現在未翻刻の義太夫節浄瑠璃作品

を翻刻活字化するシリーズ。三期までに続き、無形文化遺産で

ある人形浄瑠璃文楽の原作10作を、底本に忠実に再現。作品

の理解を深める「解題」、上演・翻刻状況を知る「年表」などは

研究手引きとしても活用できる。函入りセット組み、分売不可。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成

A5･各約136頁 28,000円 01651-6 C1091 [2015]
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自然科学･科学技術

P.ブーランジェ著／松本栄寿・小浜清子訳

科学・千夜一夜
始祖鳥からフラクタルまで

科学の最新の話題や超難問の謎解きがアラビアを舞台に

くり広げられる痛快な読み物。時空を超える空飛ぶジュウ

タンの旅や無限のホテルで遭遇する不思議な出来事。常

識を超えた想像力がわきあがり、読み終えた後には世界

が違ったふうに見える、そんな頭を少しひねらされる楽しい

「事件」が、サマルカンド王国で次々に起こる。四六･296頁 2,600円 30255-8 C0040 [2001]

L.ライデスドルフ著／藤垣裕子・林隆之・富澤宏之・
平川秀幸・調麻佐志・牧野淳一郎訳

科学計量学の挑戦
コミュニケーションの自己組織化

科学研究論文の単語、引用関係等の統計値を分析して、

科学研究、科学知識の産出の本質に迫ろうとする刺激的

著作。1970年代以降の科学論の潮流をレビューし、科学哲

学、科学社会学、ルーマンのコミュニケーション理論、情報

理論、確率論を駆使して、知識の自己組織化を描きだす科

学的コミュニケーションのダイナミクス。A5･308頁 5,000円 40151-0 C3040 [2001]

松香光夫・吉田邦久編

生物学を読む

年々変貌する現代の生物学を構成している諸分野の位置

づけを示し、その分野をもっとも分かりやすく把握するのに

適した基本図書を紹介する。推薦図書175点を含む270点

掲載。

四六･188頁 2,400円 09501-6 C1045 [1994]

松香光夫・大野正男・北野日出男・後閑暢夫・松本忠夫著

昆虫の生物学
第二版

昆虫を生物の代表として扱った大学基礎課程用テキスト。

動物界の70％を占める種の多様性、昆虫の発生のしくみ、

最新の分子生物学、動物行動学、生態学の知見から見た

生物としての昆虫の詳細を平易に解説し、生物を規定する

原理を明らかにする。初版以後の新理論を追訂し、用語を

「学術用語集」に準拠して改めた。A5･244頁 3,200円 07542-1 C3045 [1992]

柿澤亮三監修

“鳥人”ジョン・グールドの世界

19世紀に活躍した画家・博物学者ジョン・グールドが生涯

を捧げて制作した鳥類図譜は、全40巻、図版総数2946点

に及ぶ。学術的に裏づけられた鳥類の生態が当時発明さ

れた石版画の技法で描かれており、歴史上最高の図鑑と

されている。本CD-ROMには、学問上貴重な、あるいは芸

術性の高い76図譜の画像を収録・編集。CD-ROM･3,000円 19811-3 [2001]

石原孝二・河野哲也編

科学技術倫理学の展開

生命倫理、環境倫理、情報倫理、脳神経倫理……。本書は、

科学技術倫理の各領域・トピックの展開に焦点をあてた論

集。特に最近話題になっている分野を選び、その概要を紹

介しながら具体的に考察する。科学技術に関わるさまざま

な倫理的問題を検討し、実践のモデルを提示する。今後に

残された課題も指摘する、最前線の一冊。A5･192頁 2,400円 40366-8 C1012 [2009]

馬渕浩一著

日本の近代技術はこうして生まれた
産業遺産をヒントに考える

明治における近代国家建設や戦争を契機とした産業基盤

の整備、第２次世界大戦後の経済発展において重要な役

割を果たしてきた産業技術。25の事例をあげて、西洋の技

術を移転するにあたって払われた先人の努力を振り返る。

近代技術の形成に技術者はどう取り組み、国家はどのよう

に関与したのか、産業遺産を訪ねながら読み解く。A5･224頁 3,200円 40051-3 C1050 [1999]
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馬渕浩一著

IT時代の産業技術博物館構想
技術の保存継承が拓く21世紀のモノづくり

モノづくりへの関心と理解をもつ人材の育成や、技術の保

存継承を行い、産業の創出の手助けをする産業技術博物

館。博物館大国といわれる日本だが、本格的な産業技術博

物館はまだない。既存施設とのネットワーク化をめざし、あ

らゆる形態の技術情報を収集して、産業技術情報センター

としての役割をになう博物館像を提示する。四六･214頁 3,000円 30254-1 C0000 [2001]

F.サイツ著／松本栄寿・小浜清子訳

エッフェル塔物語

19世紀末の万国博のために建造されたエッフェル塔。建

設当初から賛否両論の渦にさらされ一時的なものとみな

された鉄塔が、１世紀を経るあいだにどのようにしてパリの

象徴となったのか。建築、科学技術、芸術、都市問題、政治

などさまざまな角度から、現代国際都市における文化遺産

とは何なのかを考える。図面・写真41点。四六･192頁 2,000円 30266-4 C0052 [2002]

松本栄寿著

「はかる」世界
「魂のはかり」から「電気のはかり」まで

文明は、さまざまな「はかり」を必要とする。それらを生みだ

し、創るのに、多くの人が膨大な時間を費やしてきた。「はか

る」とりきめはどのように決められているのか。「はかり」か

たにはどのような方法があるのか。より正確な尺度は、何に

もとづくものなのか。身のまわりのモノに隠されているさま

ざまな「はかる」を探る。A5･216頁 2,600円 40111-4 C3050 [2000]

小塩和人著

水の環境史
南カリフォルニアの二〇世紀

いま世界中で「ダム時代の終わり」や「水戦争の時代」が政

策課題になっている。戦前戦後の日本が水源開発のモデ

ルとしたアメリカの事例から、「ダム時代」がいかに生まれ、

変容し、厳しく評価されるに至ったかをたどり、「効率」「公

正」「生態系」をキーワードにして、水利政策の展開を分析

する環境史の試みである。A5･304頁 4,200円 40286-9 C3051 [2003]

科学技術社会論学会編

知の責任

社会の科学技術化、科学技術の社会化が進むにつれ、科

学技術に携わる人にはますます責任ある活動が求められ

ている。カネミ油症をめぐる通説や、旧石器捏造事件を契

機とする学界の討議、先端的医療における「成功」がいか

に形成されていくのか等々を分析する。また、科学技術へ

の市民参加の可能性や問題点をテーマに小特集。
科学技術社会論研究2

B5･192頁 3,600円 18302-7 C3040 [2003]

科学技術社会論学会編

科学技術と社会の共生

科学技術がかかわる懸案事項が山積している。生活に大

きな影響を及ぼす科学技術の操縦法をめぐって、科学技

術の専門知が不確実性を伴うという認識を共有した上で、

多様な利害関係者が共に生きていくためには何が必要か

を考える。小特集ではヒトクローン技術規制問題などを

テーマに「専門性とポリティクス」を取り上げる。
科学技術社会論研究3

B5･184頁 3,500円 18303-4 C3040 [2004]

科学技術社会論学会編

サイエンス・コミュニケーション

科学技術離れが進んでいる若者の科学技術への信頼を

取り戻すサイエンス・コミュニケーションの試みや、医療・

地球環境などの問題に関係する科学技術を市民が理解す

る場を提供する大学の取り組み、科学技術を巡る話題につ

いて研究者と市民が気軽に語りあうサイエンスカフェの取

り組み、科学技術政策とNPOの活動について検討。
科学技術社会論研究5

B5･192頁 3,600円 18305-8 C3040 [2008]

科学技術社会論学会編

ナノテクノロジー

省資源、省エネルギーに寄与し、量子効果による効果も期

待できるナノテクノロジー。微細加工やフラーレン、カーボ

ンナノチューブ、金銀などの超微粒子を利用した製品は既

に多数商品化されている。革新的な技術として注目されて

いるナノテクノロジーの技術開発に関わる諸問題や労働

者、消費者、環境に及ぼす影響について検討。
科学技術社会論研究6

B5･180頁 3,400円 18306-5 C3040 [2008]

自然科学･科学技術
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科学技術社会論学会編

女性と科学技術

少子高齢化が進展する状況下、科学技術分野の国際競争

力向上のために、多様な人材、とりわけ理系の女性研究者

を育成し登用することが求められている。女子高校生の理

系敬遠の問題、女性技術者の就労状況、女性研究者の人

材育成支援策など、日本の科学技術分野における女性研

究者の問題を論じる。小特集「科学と法の接点」。
科学技術社会論研究7

B5･240頁 4,200円 18307-2 C3040 [2008]

科学技術社会論学会編

科学技術政策の現在

科学技術政策を対象として行われた「事業仕分け」は、今

後の科学技術政策の変容をもたらし、科学技術と社会の

関係を大きく転換する動きの始まりなのか。イノベーション

政策を重視した新しい科学技術政策を相次いで打ち出し

ている主要先進国の現状、政策形成と市民参加・科学的助

言、日常の研究活動と政策過程等を分析する。
科学技術社会論研究8

B5･200頁 3,700円 18308-9 C3040 [2011]

科学技術社会論学会編

地球温暖化問題

大気海洋系の温度上昇による気候変動に伴って起こる地

球温暖化問題は、人類が初めて遭遇した地球規模の環境

問題である。温暖化リスクコミュニケーションや、研究者と

一般市民・メディアとのコミュニケーション、科学リテラシー

のあり方、科学的不確実性が及ぼす影響、IPCC発表と「主

流」「懐疑論」論争等について論じる。
科学技術社会論研究9

B5･168頁 3,400円 18309-6 C3040 [2011]

科学技術社会論学会編

「科学を評価する」を問う

果たして科学は測定できるのか――。社会や経済との関係

から政治的意味合いが強くなりがちな「科学評価」を改め

て問う１冊。ランキングや指標の独り歩きや、政策のための

科学へのニーズの高まり、データ偽造に代表される科学界

の不祥事といった、科学評価を巡る様々な課題に向き合

い、今求められる「科学の質」を浮き彫りにする。
科学技術社会論研究10

B5･172頁 3,300円 18310-2 C3040 [2013]

科学技術社会論学会編

科学の不定性と東日本大震災

科学的な知識で答えられない、いわゆるトランス・サイエン

スという問題。2011年３月に発生した東日本大震災は科学

技術社会論の役割、現状と課題、適用限界などを再考させ

るものとなった。トランス・サイエンスを超える概念を生み

出すために、一線の自然科学者を含む、多様な論者を迎え

てまとめあげた野心的かつ学際的論考。
科学技術社会論研究11

B5･146頁 3,000円 18311-9 C3040 [2015]

科学技術社会論学会編

福島原発事故に対する省察

原子力技術や原子力政策に関する諸研究に深く関わる執

筆者のほか、当事者性を強く持つ執筆者が、学会内外・国

内外を横断して幅広く寄稿する。「福島原発事故」について

「特に明確に自己言及を意識した省察」を記録。「3・11」と

向き合う多様な分野の人々を結びつけ、科学技術社会論

が切り込むべき視角・視座を浮き彫りにする。
科学技術社会論研究12

B5･268頁 4,600円 18312-6 C3040 [2016]
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園芸･ミツバチ科学･脳科学

松井孝監修

ガーデニングをはじめよう 1
花と緑のガーデニング

ガーデンづくりの基礎やコンテナガーデニング、フラワーア

レンジメントなど、花や木と身近にふれあう潤いのある暮ら

しづくりを、わかりやすく展開。さまざまな道具類やコンテ

ナの説明から、土・肥料の写真、植物の不思議や学習用の

コーナーも用意されており、植物が育つしくみに自然に興

味を持てるように配慮されています。A4･80頁 3,500円 05876-9 C8061 [2004]

松井孝監修

ガーデニングをはじめよう 2
野菜と果樹のガーデニング

野菜や果樹の栽培のしかたから、キッチンガーデンやハー

ブガーデン、寄せ鉢や収穫した野菜・果物を利用したアレ

ンジメントなど、楽しいページがいっぱいです。植物と昆虫

のかかわり、水栽培、料理など、食べる植物、暮らしとともに

ある植物を紹介。学校だけでなく、ガーデニングを楽しみた

い家庭にも参考になる本です。A4･80頁 3,500円 05877-6 C8061 [2004]

松井孝編

生活と園芸
ガーデニング入門

暮らしや教育の場に潤いを与えてくれる園芸は、五感で鑑

賞する、身体を使って働きかけるという二つのかかわり方

を併せ持っている。花き、野菜、果樹の分類、栽培の実際や

利用方法など、園芸学の基本的な記述のほか、文化誌や

子どもの教育の面からの解説もなされている。生活の中で

の園芸を重視した園芸学の入門書。A5･240頁 2,400円 40314-9 C3061 [2004]

岡田一次著

ミツバチの科学

女王蜂を中心に、働き蜂・雄蜂が、それぞれ見事に自らの

役割を果たして栄えるミツバチの世界をくわしく紹介する。

ミツバチ学者として著名な著者の初めての研究報告。［主

な目次］育児と蜂乳／花の魅力／訪花と豊作／ハチ蜜／

ローヤルゼリー／蜂毒と治療／他玉川選書10

B6･184頁 1,500円 14102-7 C1345 [1975]

吉田忠晴著

ニホンミツバチの社会をさぐる

家畜化が進み、人間に有益でない性質が淘汰されている

セイヨウミツバチに対し、日本の在来種であるニホンミツ

バチは原種の性質を多く残している。本書ではその興味深

い特徴について、写真を多数掲載し、わかりやすく語る。ミ

ツバチの生態からその飼育法、生産物、農作物栽培への

応用まで、ニホンミツバチの世界への入門書。四六･148頁 1,500円 30286-2 C0045 [2005]

吉田忠晴著

ニホンミツバチの飼育法と生態

愛好家待望のニホンミツバチ飼育法の本格的解説書。セ

イヨウミツバチに比べておとなしく、害敵や病気に強いニホ

ンミツバチを趣味として飼う人に必携。年間を通じた管理

方法や、可動巣枠式巣箱であるAY巣箱を使った飼育で明

らかになった形態・生理、行動・生態が詳しく解説されてい

る。セイヨウミツバチ飼育法の付録付き。A5･136頁 2,000円 40081-0 C1061 [2000]

J.P.バーンズ著／高平小百合・奥田次郎監訳

脳と心と教育

脳科学や神経科学と心理学・教育学との関わりについて

触れられることは、これまであまりなかった。しかし、脳の生

理学的メカニズムを解明し、心理・教育面につなげていく

ことは必要である。本書では、それぞれの関連する研究成

果が教育現場でどう役立つのかを具体的に示し、脳科学

の基礎を学ぶ。教員、保護者必携の一冊。A5･272頁 3,800円 40333-0 C3047 [2006]
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中山剛史・坂上雅道編著

脳科学と哲学の出会い
脳・生命・心

「わたし」という経験は、脳の神経的プロセスですべて説明

されるものなのか。意識やクオリアの感覚は物理的事象に

還元できるものなのか。脳科学の発達による脳と心や意識

の解明がもたらす新しい展開や、世界観・人間観の変革の

要点を、脳科学と哲学の立場から明らかにする。脳科学を

めぐる重要問題の核心に迫った討論も掲載。A5･272頁 4,000円 40353-8 C3047 [2008]

中山剛史・信原幸弘編著

精神医学と哲学の出会い
脳と心の精神病理

精神医学の進展により、うつ病や双極性障害、統合失調症

などの精神疾患の原因やメカニズムが、次第に明らかにな

りつつある。脳神経生物学、精神療法、臨床哲学、科学哲

学、実存哲学の専門家が、精神疾患とは何か、心とは何か

について、各領域の立場から最先端の研究成果を交え論

じる。精神医学と哲学をめぐる座談会を収録。A5･264頁 4,000円 40468-9 C3047 [2013]
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絵本

谷川俊太郎文／和田誠絵

ともだち

「ともだちって かぜがうつっても へいきだっていってく

れるひと」――谷川俊太郎の珠玉の詩と、和田誠のほのぼ

のとしたイラストによる、幼児∼小学校低学年向き絵本。よ

い友は一生の宝であり、生きて行くうえで友だちがいかに

大切かということを、やさしいことばと楽しい絵により、幼児

にもわかりやすく語りかける。B5変･72頁 1,200円 40278-4 C8792 [2002]

谷川俊太郎詩／和田誠絵／A.ビナード訳

A FRIEND

「ひとりでは できないことも ともだちと ちからをあわ

せれば できる」――大好評の絵本「ともだち」英語版。小

学校の総合学習における英語の教材に、また家庭での早

期英語教育用の絵本として、将来世界にはばたくこどもた

ちの情操を養う最適の本。「ともだちって すばらしい」

―Friends are the best.B5変･72頁 1,700円 40310-1 C8792 [2004]

公文みどり作

おくりもの

みけちゃんは、ちいさなモルモット。少女の部屋のすみっこ

の籠のなかで生きていました。少女が苦しんでいたときに

いっしょに生きてくれたのがみけちゃん。この絵本は、食べ

ることも、泣くことも、笑うこともできなくなった少女の物語。

生きる力を与えます。「そっと胸に抱きしめていたい絵本で

す」――作家・柳田邦男氏推薦！B5変･24頁 1,400円 40393-4 C0771 [2009]

公文みどり作

みこちゃんとぶぶ

みこちゃんは、ぶたがかいたくてたまりません。まんまるくっ

て、みみとはながおっきくて、しっぽにりぼんのついている

ぶた。そう、なまえは「ぶぶ」。さぁさ、ふたをあけてみよう。か

んかんのおはなしはじまるよ。「ぶぶのかんかんのつくりか

た」付き。作家・柳田邦男氏推薦『おくりもの』の作者がおく

る幼児向け絵本。B5変･36頁 1,300円 40441-2 C8771 [2011]

佐治晴夫文／井沢洋二絵

おそらに はては あるの？

「夜が暗いのは、宇宙に果てがあるからだ。もし果てがなく

て星空がどこまでもつづいていたら、夜は明るいはずだか

ら」とは有名なオルバースのパラドックスですが、“夜はどう

して暗いの？”という子どもの疑問に答えることは、現代の

宇宙観の深遠な真理へと導くのです――理論物理学者が

取り組む、子どものための科学の絵本。B5変･32頁 1,000円 40301-9 C8744 [2003]

五味太郎作

もりにいちばができる

「ぼくが みんなに ぶどうをあげると みんなは とても

よろこんで こうして すてきなものを おれいにくれる。

これは かなりすてきなことだ……。」きつねのぶどう、くま

のさかな、うさぎのいちご、さるのバナナ……。森の中にで

きたお店でおこなう「とりかえっこ」から、経済の基礎を学

ぶ。かわいい動物たちの物語。B5変･32頁 1,000円 40358-3 C8771 [2008]

五味太郎作

かずをかぞえる

「ことりが１わ はなが１りん １」「こどもが ひとり いす

が ２こ ねこが ３びき」「10のまとまりが５ はんぱが７

57」――絵本作家・五味太郎の描くかわいいイラストで学

ぶ、１から100の数字。数を理解するために、いちばんはじ

めに手にすべき一冊。やさしく、わかりやすく、ものの数え

方と計算の基礎を教える。B5変･32頁 1,000円 40368-2 C8771 [2008]
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S.バシャー作／灰島かり訳

ABCのえほん

英語の一歩は「ABC」、ちょっぴり背伸びの「XYZ」。AからZ

までのアルファベットを、カラフルなイラストとユーモアあ

ふれる例文で学びます。パワフルで、おしゃれで、わらっ

ちゃう――新感覚なABCえほん。絵入りアルファベット表付

き。大好評「科学キャラクター図鑑」シリーズの作者による

『ABC Kids』を日本版にアレンジ。B5変･56頁 1,600円 40444-3 C8782 [2011]

灰島かり文／小中大地絵

あいうえおのえほん

みんな集まれ「あかさたな」、すいすい楽しく「はまやらわ」。

あ行からわ行まで、それぞれ２見開きの小さなお話で文字

を学びます。わっはっはと笑いながら、ほら文字を読んでみ

よう。さあ文字を書いてみよう。かわいいイラストとリズミカ

ルな文で「あいうえお」の文字をおぼえます。巻末には楽し

い絵入り五十音表付き。B5変･44頁 1,300円 40445-0 C8781 [2011]

S.バシャー作／灰島かり訳

123のえほん

かずのさいしょは、１、２、３。ずんずんふえて、20まで。リズミ

カルでくり返し楽しめる、遊べる数字絵本の登場。左ページ

に数字、右ページに文章とイラスト。へびくん１ぴき、２ひき

のおさる、じゃあ20ぴきはだれ？ 文章にあわせて、イラス

トの数をかぞえてみましょう。大好評「科学キャラクター図

鑑」シリーズの作者による絵本。B5変･48頁 1,400円 40485-6 C8741 [2013]

灰島かり文／小中大地絵

かんじのえほん

「田」から飛び出した「十くん」はいったいどこへ？「かんじた

んけんだん」が捜索開始！ 団長のナビゲートで、ゆかいな

漢字の世界をめぐります。田、目、口、毛、山、川、木、雨、水、

父、母、子、上、下、見、大、小、日、月、星……。「十くん」をさ

がしながら、漢字の成り立ちや意味を理解。かわいいイラ

ストによる漢字入門絵本。B5変･44頁 1,300円 40486-3 C8781 [2013]

C.シル文／J.シル絵／藤田千枝訳

甲殻類のこと

甲殻類ってどんな生き物でしょう？ エビ、ヤドカリ、カニ

……。みんなかたい殻につつまれています。シンプルな説

明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵本。静

かなるビジュアル・ワールドへ誘います。生き物が暮らす自

然の世界へ出かけましょう！ 巻末には登場した生き物の

解説を付します。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･40頁 1,700円 05915-5 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／新美景子訳

有袋類のこと

有袋類ってどんな生き物でしょう？ カンガルー、ワラビー、

コアラ……。お母さんはおなかに袋を持っています。シンプ

ルな説明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵

本。生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 簡にし

て要を得た読みやすい記述。巻末には登場した生き物の

解説付き。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･44頁 1,700円 05916-2 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／原田佐和子訳

は虫類のこと

は虫類ってどんな生き物でしょう？ ヘビ、カメ、トカゲ

……。体は乾いたウロコでおおわれています。シンプルな

説明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵本。

生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 子どもの

目線に合わせた表現内容と文章。巻末には登場した生き

物の解説を付します。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･40頁 1,700円 05917-9 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／坂口美佳子訳

両生類のこと

両生類ってどんな生き物でしょう？ サンショウウオ、カエ

ル、イモリ……。やわらかな湿った皮膚でおおわれていま

す。シンプルな説明と美しい細密画のコラボレーションによ

る生態絵本。生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょ

う！ テキストとイラストの絶妙な調和。巻末には登場した

生き物の解説付き。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･40頁 1,700円 05918-6 C8745 [2011]
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C.シル文／J.シル絵／小金沢頼子訳

ほ乳類のこと

ほ乳類ってどんな生き物でしょう？ クマ、クジラ、リス、わた

したちヒト……。赤ちゃんはお母さんのお乳をのみます。シ

ンプルな説明と美しい細密画のコラボレーションによる生

態絵本。生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！

地球環境問題もイメージ。巻末には登場した生き物の解説

を付します。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05919-3 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／福田晴代訳

軟体動物のこと

軟体動物ってどんな生き物でしょう？ ナメクジ、カタツム

リ、タコ……。骨がなく、体はやわらかいです。シンプルな説

明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵本。生き

物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 子どもの心に

喜びと安らぎを与える道案内。巻末には登場した生き物の

解説付き。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･44頁 1,700円 05920-9 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／増本裕江訳

魚のこと

魚ってどんな生き物でしょう？ イワナ、マグロ、エンゼル

フィッシュ……。水のなかで暮らしています。シンプルな説

明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵本。生き

物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 自然への温か

な眼差しが生み出す絵画。巻末には登場した生き物の解

説を付します。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･40頁 1,700円 05921-6 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／鈴木有子訳

鳥のこと

鳥ってどんな生き物でしょう？ ツグミ、ワシ、オシドリ……。

ヒナは卵から生まれます。シンプルな説明と美しい細密画

のコラボレーションによる生態絵本。生き物が暮らす自然

の世界へ出かけましょう！ 澄み切った心眼のとらえた静

謐なビジュアル・ワールド。巻末には登場した生き物の解

説を付します。全16巻シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･40頁 1,700円 05922-3 C8745 [2011]

C.シル文／J.シル絵／増本裕江訳

昆虫のこと

昆虫ってどんな生き物でしょう？ ハチ、クワガタ、チョウ

……。幼虫は、卵からかえります。シンプルな説明と美しい

細密画のコラボレーションによる生態絵本。さあ、生き物が

暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 視覚に訴えかける

図絵とわかりやすい言葉。巻末には登場した生き物の解説

を付します。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05923-0 C8745 [2012]

C.シル文／J.シル絵／小金沢頼子訳

げっ歯類のこと

げっ歯類ってどんな生き物でしょう？ ヤマアラシ、リス、

ビーバー……。大きくて特別な前歯を持っています。シンプ

ルな説明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵

本。生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 静か

なるビジュアル・ワールドへ誘います。巻末には登場した生

き物の解説付き。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05924-7 C8745 [2012]

C.シル文／J.シル絵／鈴木有子訳

猛きん類のこと

猛きん類ってどんな生き物でしょう？ フクロウ、ワシ、ハヤ

ブサ……。かぎ形のくちばしと、強い足を持っています。シ

ンプルな説明と美しい細密画のコラボレーションによる生

態絵本。生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！

今にも動き出しそうな迫力の場面。巻末には登場した生き

物の解説付き。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05925-4 C8745 [2012]

C.シル文／J.シル絵／坂口美佳子訳

ペンギンのこと

ペンギンってどんな生き物でしょう？ 鳥の仲間ですが、空

を飛べません。みんな南半球にすんでいます。シンプルな

説明と美しい細密画のコラボレーションによる生態絵本。さ

あ、生き物が暮らす自然の世界へ出かけましょう！ 静と動

の挿絵が織り成す自然界の営み。巻末には登場した生き

物の解説を付します。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05926-1 C8745 [2012]
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C.シル文／J.シル絵／原田佐和子訳

海のこと

海ってどんな場所でしょう？ 太平洋、大西洋、インド洋

……。世界の海はつながっていて、多くの生物が生息して

います。シンプルな説明と美しい細密画による環境生態絵

本。地球環境全体をイメージできます。さあ、広大な海の世

界へ出かけましょう！ 巻末には登場した自然環境や海の

生物の解説付き。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05927-8 C8044 [2013]

C.シル文／J.シル絵／新美景子訳

山のこと

山ってどんな場所でしょう？ ヒマラヤ山脈、アンデス山脈

……。山は世界のどの大陸にもあり、さまざまな生物が生

息しています。シンプルな説明と美しい細密画による環境

生態絵本シリーズ。さあ、広大な山の世界へ出かけましょ

う！ 生き物が暮らす自然の世界へ誘います。巻末には自

然環境や動植物の解説と世界の山マップ付き。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05928-5 C8044 [2013]

C.シル文／J.シル絵／藤田千枝訳

草原のこと

草原ってどんな場所でしょう？ 短草型、長草型、混合型

……。草の生え方に特徴があります。シンプルな説明と美

しい細密画のコラボレーションによる環境生態絵本。さあ、

広大な草原の世界へ出かけましょう！ 世界中の草原とそ

こで暮らす生き物に出会えます。巻末には登場した自然環

境や動植物の解説付き。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05929-2 C8044 [2013]

C.シル文／J.シル絵／福田晴代訳

砂漠のこと

砂漠ってどんな場所でしょう？ 暑かったり、寒かったり、岩

がゴロゴロしていたり……。シンプルな説明と美しい細密

画のコラボレーションによる環境生態絵本。地球環境全体

をイメージ。さあ、広大な砂漠の世界へ出かけましょう！

巻末には登場した自然環境や砂漠の動植物の解説と世界

の砂漠マップ付き。好評シリーズの一冊。
自然スケッチ絵本館

A4変･48頁 1,700円 05930-8 C8044 [2013]

P.ロケット文／藤田千枝訳

5000億の銀河と700垓の星をもつ宇宙
天の川からブラックホールまで！

広大な宇宙には、想像することさえむずかしいようなふし

ぎがたくさんある。そんな宇宙のしくみと謎に、“数”を数え

て迫ります。天の川の神話やエイリアンから、天文学と宇宙

観測の歴史まで、楽しいイラストと写真でわかりやすく解説

します。“びっくり”するようなゆかいな“数”から、自然科学

をみつめなおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05953-7 C8744 [2015]

P.ロケット文／藤田千枝訳

3000万種類の昆虫がいる雨林
熱帯にも温帯にもある、南極にもあった！

動物、植物、昆虫の宝庫である雨林。雨林とは何なのだろ

う？ その成り立ちや役割、雨林にくらす人びとの生活、生

き物たちとその周りにあるさまざまな“数”を、イラスト・写真

つきでていねいに解説します。おおきなものからちいさなも

のまで、“びっくり”するようなゆかいな“数”から、自然科学

をみつめなおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05954-4 C8744 [2015]

P.ロケット文／藤田千枝訳

600以上の筋肉と206個の骨をもつ体
血液、毛髪、細胞、細菌もたっぷり！

人体ってどんなふうにできているのだろう？ いちばん身近

なはずの私たちのからだ。でも人体にまつわるあれこれ

は、実は知らないことだらけ！ そんなふしぎでいっぱいの

人体を、さまざまな“数”を基点に楽しいイラストと写真で解

説します。“びっくり”するようなゆかいな“数”から、自然科

学をみつめなおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05955-1 C8745 [2015]

P.ロケット文／藤田千枝訳

世界に10000種もある有毒植物
酸素もタネもチョコレートも植物のおかげ！

南極や砂漠でも生きのびている植物がいる……じゃあ長

生きの木の年齢は？ タネから実がみのるまでは？ 植物

の種の数からハチミツの種類、木の高さ、板チョコに入っ

ているカカオ豆の数まで、楽しいイラストと写真でわかりや

すく解説します。“びっくり”するようなゆかいな“数”から、自

然科学をみつめなおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05956-8 C8745 [2016]
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P.ロケット文／新美景子訳

いまを生きる180万種以上の動物
その多様な変化に、おどろき、まなぶ！

シロナガスクジラは33mの巨体で毎日３トンのエビを食べ

る……じゃあ鳥や昆虫がうむ卵の数は？ 一生の移動距

離はどれくらい？ 動物にまつわるさまざまな“数”を、イラ

スト・写真つきでていねいに解説します。おおきなものから

ちいさなものまで、“びっくり”するようなゆかいな“数”から、

自然科学をみつめなおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05957-5 C8745 [2016]

P.ロケット文／増本裕江訳

数かぎりない粒があつまった地球
プレートが動くと、地震もエベレストも！

地球ってどんなふうにできているのだろう？ 私たちがくら

している地球。でも地球にまつわるあれこれは、実は知らな

いことだらけ！ そんなふしぎでいっぱいの地球を、さまざ

まな“数”を基点に楽しいイラストと写真で解説します。

“びっくり”するようなゆかいな“数”から、自然科学をみつめ

なおすシリーズ。
びっくりカウントダウン

A4変･32頁 1,900円 05958-2 C8744 [2016]
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児童書

B.スレイヴィン著／福本友美子訳

絵解き図鑑 こんなふうに作られる！
身のまわり69品のできるまで

CDは砂から作るって知ってる？ ガムのもとは木からとれ

る樹脂だって！ 食べるもの、飲むもの、着るもの、遊ぶもの

……。毎日身近に使っているものがどう作られるのか、どん

なふうに形を変えていくのか、全69種のものづくりの過程

を、イラストでくわしく、わかりやすく解説。遡るとすべてが自

然の中にあったことがわかる。A4･160頁 3,800円 40351-4 C8760 [2007]

S.バシャー絵／R.グラント文／おおつかのりこ訳

われら世界史スーパースター
賢者・悪人・大天才？ すべては歴史が語る！

歴史は偶然にできたのではない！ 歴史をつくったのは、

その時代を生きた人びと。アルキメデス、チンギス・ハン、リ

ンカーン、エジソン、ガンジー、マンデラ……。歴史を変えた

スーパースターがせいぞろい。古今東西の42人が語る「わ

れこそはスーパースター！」Ｓ.バシャーのユニークなイラ

ストで歴史を楽しく学ぶ。変･96頁 1,500円 40523-5 C8020 [2015]

S.バシャー絵／R.グラント文／片神貴子訳

われら科学史スーパースター
天才･奇人･パイオニア？すべては科学が語る！

科学は偶然にできたのではない！ 科学はその時代を生

きた人びとによって発展してきた。宇宙のしくみを理解しよ

うとしたり、病気と戦う画期的な方法をあみだしたり、さらに

はDNA 構造を発見したりした古今東西の科学者たち。ピ

タゴラスからホーキンス、平賀源内や南方熊楠まで、科学

史を変えたスーパースターが大集合する。B5変･96頁 1,500円 40524-2 C8040 [2016]

斉藤洋・キッズ生活探検団作／森田みちよ絵

ぼうけんしよう お金のせかい

リュックを背負ったリスのミゲルが大冒険!?〈お金〉の世界

を、斉藤洋の「物語」とキッズ生活探検団による「解説」のダ

ブル構成で、楽しく理解。おもしろく、ためになり、役に立つ

――新しい児童書シリーズのはじまりです。お金の起源や

役割、使い方という身近なテーマをお話から考える、生活ガ

イドのファーストブック。
キッズ生活探検おはなしシリーズ

四六･96頁 1,300円 05910-0 C8037 [2010]

斉藤洋・キッズ生活探検団作／森田みちよ絵

とことんやろう すきなこと

クロヒョウの少年ノイギルは〈こうきしん〉でいっぱい!? な

らいごと、すきなこと、しゅみ……。〈すきなことさがし〉を始

めるために、斉藤洋の「物語」とキッズ生活探検団による

「解説」のダブル構成で、楽しく理解。おもしろく、ためにな

り、役に立つ――新しい児童書シリーズは読まずにいられ

ません。全５巻シリーズの第２弾。
キッズ生活探検おはなしシリーズ

四六･96頁 1,300円 05911-7 C8037 [2010]

斉藤洋・キッズ生活探検団作／森田みちよ絵

めざしてみよう 計画の名人

マングースのバムのお誕生日大作戦はじまり!?〈計画を立

てる〉こつが、斉藤洋の「物語」とキッズ生活探検団による

「解説」のダブル構成で、かっこよく身につきます。おもしろ

く、ためになり、役に立つ――新しい児童書シリーズで生活

力がアップします。バムといっしょに、〈計画名人〉になろう！

全５巻シリーズの第３弾。
キッズ生活探検おはなしシリーズ

四六･96頁 1,300円 05912-4 C8037 [2011]

斉藤洋・キッズ生活探検団作／森田みちよ絵

おぼえておこう 安全大作戦

白ネコのムクが新しい妖怪世界へご案内!? 危険から身

を守る方法が、斉藤洋の「物語」とキッズ生活探検団による

「解説」のダブル構成で、しっかりわかります。おもしろく、た

めになり、役に立つ――新しい児童書シリーズは大切なも

のを守ります。ムクといっしょに〈危険〉と〈安全〉について考

えよう！ 全５巻シリーズ第４弾。
キッズ生活探検おはなしシリーズ

四六･96頁 1,300円 05913-1 C8037 [2011]
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斉藤洋・キッズ生活探検団作／森田みちよ絵

つたえよう 言葉と気もち

修行をつんだキツネのダッポ「いざ人間社会へ」!? 気も

ちをつたえる方法や、人と人とのつながりを、斉藤洋の「物

語」とキッズ生活探検団による「解説」のダブル構成で、

いっしょに考えます。おもしろく、ためになり、役に立つ――

新しい児童書シリーズはみんなをつなぎます。ダッポといっ

しょに〈つたえる術〉をみがこう！
キッズ生活探検おはなしシリーズ

四六･96頁 1,300円 05914-8 C8037 [2011]

村中李衣作／藤原ヒロコ絵

なんかヘンだを手紙で伝える

「それってなんかヘン」。でも口に出せない、気持ちがモヤ

モヤしてる……。そんなあなた、実践「お悩み相談室」にお

まかせください！ カッコイイ男の子サミュエルの案内で、

ひとつひとつ悩みを整理しながら「手紙を書く」レッスンを

体験。気持ちの伝え方をお教えします。文章力アップまち

がいなし！ 全３巻シリーズの第１弾。
小学生のための文章レッスン1
四六･96頁 1,400円 30301-2 C8081 [2012]

灰島かり作／藤原ヒロコ絵

ラブレターを書こう

告白の手紙、あこがれの人へのファンレター、お母さんへ

の感謝の手紙……みんなラブレターです。手紙ってめんど

う？ うまく書けない？ だいじょうぶ。「だいすき」な気持ち

を伝えるには、手紙はとってもパワフルです。カリントさんと

ネコのチャシローがコーチ。文章力アップまちがいなし！

全３巻シリーズの第２弾。
小学生のための文章レッスン2
四六･96頁 1,400円 30302-9 C8081 [2012]

宮川健郎作／藤原ヒロコ絵

みんなに知らせる

仙台から東京に引っ越した小学５年生になる耕介。さっそく

近くに住む良太にさそわれて、フリーマーケットにお店を出

すことになりました。どうやってみんなに知らせたらいい？

はがき、便せん、ちらし、ポスター、POP……人に知らせるた

めの文章を書いてみよう。みんなとのつながり方をお教え

します。全３巻シリーズの第３弾。
小学生のための文章レッスン3
四六･96頁 1,400円 30303-6 C8081 [2012]

石井英行文／いたやさとし絵

みんなであそぼう
いっしょにつくろう24のゲーム

あそぶ時間や場所がない？ 大がかりな用具や難しい技

術は必要ありません。身近にあるものやちょっとした工夫

で、いつでもどこでも、楽しくあそべます。２人、５人、10人、

50人……70人！ 子どもが自分で使える集団あそびガイ

ド。オリジナルのルールをつくって、もっと楽しいゲームにし

ましょう。24種類のゲームを収録。A5･112頁 1,600円 40462-7 C8081 [2012]

清水譲治作／井上千裕絵

10歳からのデジタル・シチズンシップ
ネットの海でもうぼくらはおぼれない

ヒロシとモトユキとジョーのもとに手紙が届いた。「電子メー

ル」ってやつだ。差出人は……。３人と先輩のナナがネット

の海で漂流？ 子どものネット中毒者が増える今、デジタ

ル国の良き市民となるための９つの市民権を物語で学び、

現実の世界につながる「デジタル国」で安全に楽しく暮ら

す工夫を身につける。巻末にQ＆A付き。A5･144頁 1,400円 40490-0 C8037 [2014]

M.ベイリー文／R.キャロン絵／福本友美子訳

どうぶつフムフムずかん

動物の世界には不思議なことがいっぱい！ キリン、ラッ

コ、ペンギン、ワニ、ミツバチ、タンチョウ、オオカミ、ウシガ

エル……。〈たすけあい〉〈子育て〉〈食べもの〉〈コミュニ

ケーション〉という４つの切り口から、その知られざる生活、

驚くべき暮らしぶりを見開き１話で紹介。生きる知恵や工夫

が満載！ 全54種類の動物が登場。A4･128頁 3,000円 40392-7 C8745 [2009]

S.バシャー絵／D.グリーン文／原田佐和子訳

天文学
きらめく世界！

天文学は宇宙のすべてをあつかう学問。しかし、ガリレオ

の証明から400年たったいまでも、宇宙の95％はよくわ

かっていない。太陽「われこそは、完璧な星――すべての中

心なり！」。木星「あ∼ぁ、あと少し体重があったらなぁ」。宇

宙はまだ新しいキャラクター発見の可能性に満ちている。

国際天文年2009日本委員会公認図書。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05901-8 C8044 [2009]
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S.バシャー絵／D.グリーン文／新美景子訳

生物学
生命ってすごい！

生命は驚くべきもので、いまなお謎のキャラクターに満ちて

いる。この世界に生きる動物、植物、見慣れない生き物の体

の中や、それを動かす小さな細胞、タンパク質、DNAなどの

性質、特徴を紹介。ミトコンドリア「細胞の中の機械を操る

チーフ・エンジニアよ」。肺「わたしたちは美しいふたご、あ

なたに体にいい空気をあげるわ」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05902-5 C8045 [2010]

S.バシャー絵／D.グリーン文／坂口美佳子訳

岩石と鉱物
読む宝石！

地質学は、わたしたちの足もとの岩石や鉱物を調べる、自

然科学の中でいちばん「地に足がついた」学問である。地

球のはじまりや、人類の誕生の謎を解明する。あなたも、足

もとの石に目を向けてみよう。粘土「超クリーミーで、ベタベ

タで、ドロドロ」。ダイヤモンド「イヤー、こんなにモテちゃっ

て。ぼくの魅力に、女の子は夢中さ」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05903-2 C8044 [2010]

S.バシャー絵／D.グリーン文／藤田千枝訳

物理学
ぶつぶつ物質！

宇宙を動かすものが何であるかを研究する学問、物理学。

身近にいる「摩擦」や遠い宇宙からくる「ニュートリノ」など、

“見えないキャラクター”がなぜそういうふるまいをするの

かを解説する。威勢のいい、派手なキャラクターたちが登

場。質量「おいらは物質を形づくる首領であーる」。電流「ぼ

くは、世界を明るく照らしている」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05904-9 C8042 [2010]

S.バシャー絵／D.グリーン文／原田佐和子訳

数学
はじめの一歩！

数学は難しい？ つかみどころがない？ 数学を理解する

ために役立つキャラクターがせいぞろい！ 数を数えるこ

とから、計算、図形、統計まで、数学の入り口はここから楽し

くはじめよう。ゼロ「きみを消しさることができる」。わり算

「戦利品を山分けして、みんながきっちり分け前をもらえる

ためにがんばっているんだ」。
科学キャラクター図鑑

変･64頁 1,400円 05905-6 C1041 [2011]

S.バシャー絵／D.グリーン文／坂口美佳子訳

地学
未知なる星テラ！

山、川、気象、海流、生命……。地球ではあらゆるものがつ

ながりあっている。人間だけが地球の住人ではないこと、

私たちのおこないが地球のバランスに影響を与えているこ

とを覚えておこう。プレート「見た目ほどジッとしてなんかい

ないよ」。北極と南極「ぼくたちは似たものどうしだけど、地

球の北の端と南の端にいます」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05906-3 C8044 [2011]

S.バシャー絵／D.グリーン文／藤田千枝訳

化学
化けるの大好き！

魔術や謎でいっぱいの化学は、世界をつくっている物質の

性質や変化を研究する学問。新しい物質をつくり、生命の

働きも解きあかしてきた。原子「宇宙はあたしでできている

のよ」。沸点「かき混ざり、泡立ちながら、わしは液体に怒り

をぶつけている」。沈殿「わたしは愛想がよくないし、みんな

とうまくやっていくのが好きじゃない」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05907-0 C8044 [2011]

S.バシャー絵／D.グリーン文／原田佐和子訳

人体
永遠のふしぎ！

人体はすばらしい機械だ。ちっぽけな細胞の集まりに、ミク

ロの世界で驚くべきことが起こって、多才なヒーローをつく

りあげた。さあ、体の中をのぞいてみよう。骨「ずばぬけて

硬い、輝かしいよろいをまとった騎士だよ」。心臓「ぼくは、

胸骨に守られてきみの胸の真ん中におさまっているよ。

ちょっとだけ左に寄ってるけどね」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05908-7 C8045 [2012]

S.バシャー絵／D.グリーン文／片神貴子訳

音楽
音を楽しむ！

音楽って何だろう？ モーツァルトは知っていた！ 音楽は

私たち１人１人の心の中にあるものだって……。さあ、音楽

に会いに出かけよう。メロディー「キャッチーでたまらなく魅

力的。わたしはみんな、つり針よ！」。木管楽器「私たちは震

え声でさえずる細長い仲間。空気のように軽やかで、音を

震わせたり強弱をつけるのが得意」。
科学キャラクター図鑑

変･64頁 1,400円 05909-4 C8073 [2012]
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S.バシャー絵／D.グリーン文／小川真理子訳

代数と幾何
数と図形のマジック！

わたしたちのまわりには、数学がいっぱいある。宝物を数え

たり、ケーキを切り分けたり、ミツバチの巣も……。でも、こ

の世界では何がおころうとも、２たす１は必ず３。数字はい

つだって安泰！ さあ、数学世界を見に行こう！ ベクトル

「あなたを最短距離で連れてってあげる」。約数「別名“因

数”、ケチでエコな計算マシーン」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05931-2 C8041 [2012]

S.バシャー絵／D.グリーン文／藤田千枝訳

気象学
天気は友だち！

わたしたちの住む地球では、年々気象の様子が変わって

いる。天気を予報するのは難しいんだ。雲「空高くひとりた

だようわたしは、夢見るやから」。前線「２つの気団が出会っ

て、たがいにゆずらず、混じり合わないとき、わたしみたい

な押しの強いちび助ができるの」。エルニーニョ「ぼくは熱

帯の恐怖を引き起こすいたずらっ子」。
科学キャラクター図鑑

変･64頁 1,400円 05932-2 C8044 [2013]

S.バシャー絵／D.グリーン文／片神貴子訳

テクノロジー
つくるチカラ！

いつも未来に目を向けているテクノロジーは、もっと便利な

材質や、もっと優れて効率のいい機械を、科学を使ってつく

りだす。ねじ「わたしって、すっごくねじ曲がった性格な

の！」。マイクロチップ「僕は小道具の世界のボス。あらゆる

電子装置の中心にいる、最も重要なものだ」。原子力発電

「ぼくは危ないから、気をつけろよ」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05933-9 C8050 [2013]

S.バシャー絵／D.グリーン文／池上理恵訳

恐竜
骨たちは語る！

太古の恐竜たちを知る手がかりは、何百万年も前の岩の

中から見つかった「骨」にある！ ディプロドクス「ぼくの

びっくりするような長い首は、背の低い茂みにつっこむの

に便利だよ」。ティラノサウルス「おれの前を歩くやつは、ど

いつもこいつもごちそうだ」。プテロダクティルス「ぼくは、

空を飛ぶのがだいすきさ。それいけ！」。
科学キャラクター図鑑

変･64頁 1,400円 05934-6 C8044 [2013]

S.バシャー絵／D.グリーン文／小川真理子訳

海の世界
命のみなもと！

わたしたちの惑星・地球のほとんどをおおう「水」のひろが

り。太陽系の惑星のなかで表面に水があるのは地球だけ

です。洋々たる青き不思議ワールドへようこそ。潮の干潮

「満ちたり引いたりするわたしは、月と仲よし！」。サンゴ「炭

酸カルシウムでできた白いアパートにすんでいる」。ヒトデ

「めちゃくちゃハンサムなぼく」。
科学キャラクター図鑑

変･128頁 1,600円 05935-3 C8044 [2013]

S.バシャー絵／E.ディングル・D.グリーン文／藤田千枝訳

周期表 完全版
ゆかいな元素たち！

世界を作っているおおもとのもの、元素。化学的に似た性

質をもつ仲間ごとに、その個性＝キャラクターを説明する。

元素記号や原子番号などの基本情報はもちろん、特徴を

自己紹介！ 水素「ぱっと燃えるような性格」。酸素「もの静

かでひかえめなわたしは、無色、無臭で、味もない」。５年半

振りの大増量、大幅改訂版登場！
科学キャラクター図鑑

変･196頁 1,800円 05936-0 C8043 [2015]

原田佐和子・小川真理子・片神貴子・溝口恵文／富士鷹なすび絵

変身のなぞ
化学のスター！

すべてのものは原子でできている。原子がくっつきあって、

分子になり、分子同士も結びついて、高分子になる……。

変身はいつまで続くのか？ ものがめぐりめぐって姿を変

える様子を、身近な題材からぐるっと立体的に迫ります。イ

ラストといっしょに〈読み、考える〉図鑑シリーズ第一弾。「化

学」の不思議に丁寧にこたえます。
ぐるり科学ずかん

A4変･128頁 4,200円 05941-4 C8643 [2013]

大井喜久夫・大井みさほ・鈴木康平文／いたやさとし絵

自転車のなぜ
物理のキホン！

読み、考える新しいずかんの誕生！ 科学の３つの分野（化

学、物理学、生物学）のおもしろさを伝える。自分の生きて

いる世界のさまざまな〈なぞ・なぜ・ふしぎ〉に気がついて

いく。シリーズ第二弾は自転車をテーマに「力」の秘密を解

き明かし、物理のキホンがわかる。巻末に大人向けの解

説、読書案内、索引付きの親切設計。
ぐるり科学ずかん

A4変･128頁 4,200円 05942-1 C8642 [2015]
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C.C.ドーマン作／小川真理子訳

スティーブンソンと蒸気機関車

蒸気機関車を使った鉄道は、50年のあいだに世界の交通

の様子を一変させた。自分の頭で考え、実行にうつし、多く

の課題を克服したジョージとロバートのスティーブンソン親

子の生涯と業績を、当時の社会背景や技術がよくわかる豊

富な写真・図版とともにいきいきと綴る。子どもにもわかり

やすい新訳で科学のおもしろさを伝える。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･112頁 1,900円 05961-2 C8323 [2015]

B.ストーンハウス作／菊池由美訳

ダーウィンと進化論

「人間はサルと同じ祖先」。科学界を激しくゆるがし、現在で

も論議が交わされ続けている学説を生みだしたダーウィ

ン。生涯と業績を当時の社会背景や理論がよくわかる豊富

な写真・図版とともに新訳でいきいきと綴る。じっくりと観察

を続け、綿密な記録から考えを導きだした研究生活から、

人間の探究心や科学の方法に触れる。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･114頁 1,900円 05962-9 C8323 [2015]

T.I.ウィリアムズ作／片神貴子訳

ノーベルと爆薬

ダイナマイトを発明してきずいた莫大な財産をもとに、「ノー

ベル賞」をつくった科学者の等身大の姿とは。当時の社会

背景や技術がよくわかる豊富な写真・図版とともに新訳で

いきいきと綴る。爆薬の歴史などにも触れ、使い方次第で

役に立つこともあれば、傷つけることもある科学技術につ

いて、考えるきっかけともなる物語。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･120頁 1,900円 05963-6 C8323 [2015]

K.エリス作／児玉敦子訳

エジソンと電灯

貧しい家庭に生まれながら、電灯や蓄音機など、未来につ

ながる数百もの発明品を生みだした、発明王エジソン。ひ

らめきを大切にし、発明に情熱を傾けた80年の生涯と業績

を、当時の社会背景や技術がよくわかる豊富な写真・図版

とともにいきいきと綴る。小学生にも理解しやすい新訳で

科学のおもしろさや人間の探究心を伝える。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･144頁 1,900円 05964-3 C8323 [2015]

D.J.レイン作／ないとうふみこ訳

アインシュタインと相対性理論

「特殊相対性理論」という新しい考えかたを発表し、物理学

の世界に革命を起こした、アインシュタイン。戦争中でも好

奇心と探究心を持ち、ねばりづよく考え続けた天才の劇的

な生涯と業績を、当時の社会背景や理論がよくわかる豊富

な写真・図版とともにいきいきと綴る。子どもにわかりやす

い新訳で科学思想や歴史の世界へと誘う。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･128頁 1,900円 05965-0 C8323 [2015]

M.サジェット作／おおつかのりこ訳

ガリレオと新しい学問

およそ400年前に地動説を唱え、教会をはじめとする世間

と激しく対立したことで知られるガリレオ。彼は自分を天文

学者とは思っておらず、数学や機械、力に対する興味を通

じて天動説に疑問を持った。何事も頭から信じず、実験や

実証を大事にするその姿勢は、世間とぶつかりもしたが、

新しい学問のやり方として広まっていった。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･116頁 1,900円 05966-7 C8323 [2016]

P.M.ラッタンシ作／原田佐和子訳

ニュートンと万有引力

リンゴの落下を見て、万有引力発見の糸口をつかんだエ

ピソードで知られるニュートン。彼はそれまで教えられてき

た2000年前の自然科学だけに頼らず、新しい本で得た知

識や実験からも多くの事柄を明らかにした。周りにはいつ

でも仲間やライバルの科学者がおり、それら人々との交わ

りからも彼の偉大さと時代の様子がにじみ出る。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･132頁 1,900円 05967-4 C8323 [2016]

B.バウアーズ作／坂口美佳子訳

ファラデーと電磁力

電気がものを動かす電磁気の仕組みをはじめ、数多くの重

要な発見を重ねたファラデー。それらは家電製品、スマホ

やパソコンから人工衛星まで、現代の様々な分野で役立っ

ている。いつでも科学への興味を持ち続け、お金や地位に

こだわらず、後世の研究者にむけて発見を広く世の中に公

開したその生涯を、多数の図版と共に辿る。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･144頁 1,900円 05968-1 C8323 [2016]
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W.ジョージ作／新美景子訳

メンデルと遺伝

現代に続く遺伝学の基礎をつくったメンデルは、有名なエ

ンドウマメの実験を８年にわたって根気強く修道院で続け、

「メンデルの法則」を発見した。なぜ大学や研究所ではなく

修道院だったのか、その発見が長く見過ごされた当時の自

然科学の状況はどうだったかを、周囲の人々に慕われた彼

の人間性、その生涯と重ね合わせて紹介。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･144頁 1,900円 05969-8 C8323 [2016]

D.ナイ作／吉井知代子訳

ベンツと自動車

1885年、現在あるガソリン自動車の原型を作った「自動車

の父」カール・ベンツ。車輪はたったの３つ、ハンドルは曲

がった棒、屋根やドアはなくエンジンは外から丸見え。馬車

の行き交うドイツの街を走り出した一号車とカールはどう

人々を驚かせ、世界を変えていったか。貴重な図版を多数

掲載し、著名な自動車史家が楽しく語る。
世界の伝記 科学のパイオニア

A5･128頁 1,900円 05970-4 C8323 [2016]

村中李衣文／おくやまひでとし絵

日本語
ことばは時をこえる！

日ごろ使っている日本語たちは、みーんな生きている。人間

といっしょに日本という国をつくり育てていく中で癖や性格

ができた。いただきます「そっと手を合わせたり頭をさげた

りしている」。前略「いそいで話を切り出したかったりすると

きが、わたしの出番」。あはれ「自分の心の奥の動きに敏感

で、つい対象に感情移入してしまう」。
日本文化キャラクター図鑑

変･96頁 1,400円 05946-9 C8081 [2014]

本木洋子文／山田タクヒロ絵

伝統アート
匠の技、さえる！

モノづくりの国といわれる日本には、昔からさまざまな分野

に「匠（たくみ）」と呼ばれるプロフェッショナルがいる。職人

さんが腕にみがきをかけてきた名人技は、日本文化の財

産。盆栽「日本人の心を表現する芸術品のひとつが、わし

らじゃ」。文楽「わいは、あやつり人形の役者や」。針供養

「あたしは、折れてしまって働けない縫い針よ」。
日本文化キャラクター図鑑

変･96頁 1,400円 05947-6 C8070 [2014]

本木洋子文／いとうみき絵

決まり・ならわし
暮らしのルール！

「年始回り」や「お歳暮」など、季節の節目を迎えるときのな

らわし。「千歳飴」や「結納」「厄年」など、地域共同体や人づ

きあいの中の習慣。さらに「参勤交代」や「名字」「戸籍」と

いった、江戸や明治時代に起源の日本社会の決まりごと

や風習を愉快なキャラクターたちが自己紹介。日本庶民の

姿と生活が生き生きとわかる。
日本文化キャラクター図鑑

変･96頁 1,400円 05948-3 C8039 [2015]

本木洋子文／柳下ミキ絵

神さま・ほとけさま
宗教ってなんだ！

複雑で奥が深い宗教や信仰心といった精神的な世界。な

かでも日本では神の世界と仏の世界は互いに影響しなが

ら共存してきた。本書では「御嶽」「龍神」「お百度参り」「彼

岸」「恵比寿」「四苦八苦」「以心伝心」など、暮らしや信心、

季節の行事、仏教からきたことばなどから「信仰」の世界を

読み解き、理解を深めていく。
日本文化キャラクター図鑑

変･96頁 1,400円 05949-0 C8039 [2015]

村中李衣文／ふるやまなつみ絵

春夏秋冬
自然とつきあう！

「春夏秋冬」、それは日本における季節のめぐりを表現す

る、とても大切なことば。長い歴史の中で育まれてきた自然

の圧倒的な造形物、そして気象現象やそれに立ち向かう日

本人の知恵、さらに自然の遺産など。「春一番」「熱帯夜」

「鰯雲」「活断層」「里山」「防風林」「白神山地」……。キャラ

クターたちが楽しく自己紹介。
日本文化キャラクター図鑑

変･96頁 1,400円 05950-6 C8039 [2015]

倉本昭原案／村中李衣文／日本大学芸術学部デザイン学科絵

妖怪
異界からのことづて！

ようこそ“妖怪”の世界へ！ 理屈で説明できない、目に見

えない不思議なキャラが一気に増えたのは、江戸時代。彼

らの生まれや出没の理由を知ることで、日本人の自然を恐

れ敬う気持ちや、隠し持っているやっかいな感情、生きるこ

と・死ぬことの哀しみなどを感じることができる。ゆかいな

40キャラが日本人の心を映す。
日本文化キャラクター図鑑

B5変･96頁 1,400円 05951-3 C8039 [2016]
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奥澤朋美・おおつかのりこ・菅原由美子文／のだよしこ絵

イラスト案内 社会のしくみ図鑑

私たちの毎日のくらしは、さまざまな『社会のしくみ』に支え

られている。どんなしくみなのだろうか？ 本書は、家、学

校、町など、みなさんの身近なところから、33の社会のしく

み（宅配便、ごみのリサイクル、円安と円高、マスメディア、

投票と選挙、税金などなど）を、オシャレなイラストでご案

内。小学４年生以上向き。A4･160頁 3,800円 40509-9 C8630 [2015]

D.J.ホックステイター絵／笠井貴征監修／渡辺雅仁編訳

アメリカンキッズ えいご絵じてん

アメリカの子どもたち＝キッズなら誰でも知っている約

1,500語の単語をわかりやすく解説した「英絵辞典」。アメ

リカで刊行されたJus t Look ’n Learn ENGLI SH

PI CTURE DI CTI ONARYを日本版にアレンジ。見開き

で英語と日本語を対応させ、イラストのイメージからことば

を理解。絵をまねながら英語を声に出してみよう。A4変･192頁 3,800円 40442-9 C8782 [2011]

小川恵子・駕谷道子編

えいごのうた

歌を通して身についた発音は体から離れにくいという。そ

のためか、英語の歌の教材は数多く刊行されているが、し

かしほとんどの教材には発音の注意も、文法の指導もなさ

れていない。本書は、玉川学園小学部での学習を基に、英

語教育の導入に結びつくよう、親子で楽しくうたえるように

編集されたものである。全24曲収録。
玉川学園こどもえいご2

B5･56頁 1,800円 05875-2 C8782 [2003]

前島誠著

旧約聖書ものがたり

天地創造の物語から、神とイスラエルの民との契約によっ

て、国づくりのためにイスラエル民族が導かれる苦難の

道。それにつづくイエス時代との関連をわかりやすく説い

た雄大な歴史叙事詩。アダムとエバの話、ノアの箱舟、出

エジプト記、ソロモン王の智慧など、よく知られた旧約聖書

の話を、やさしい文章でつづっています。
玉川学園こどもの本

A5･112頁 1,400円 90501-8 C8016 [2003]

平山忠義著

日本の神話

日本と日本人のなりたちを、神さまを主人公にわかりやす

く述べた本です。国つくり、天の岩屋、八またのおろち、いな

ばの白うさぎ、国ゆずり、海さちひこ・山さちひこなど、かつ

て日本人の情操を養った物語が現代の子どもたちにとって

も身近なものになるよう、やさしく、また読み聞かせにも適し

た文章でつづられています。
玉川学園こどもの本

A5･120頁 1,400円 90503-2 C8093 [2003]

松枝茂夫著

中国の童話

中国の古代、孔子をはじめ大思想家が一時に現れ、たくさ

んの貴重な著述を残しましたが、そうした書物の中には、深

い意味をたたえた寓話が入っています。「井戸の中の蛙」

「矛盾の説」「漁夫の利」「蛇足を加える」など、わが国でもよ

く知られた故事や民話23編を、子ども向けに、わかりやすく

書き改めたのがこの本です。
玉川学園こどもの本

A5･104頁 1,400円 90504-9 C8097 [2003]

玉川学園編／五味太郎・金平正・北島春信・蓑田正治編集

日本ことわざ物語 1
低学年向

［主な目次］急がばまわれ／鬼に金棒／さるも木からおち

る／泣き面にはち／ひとのふりみて わがふりなおせ／

油断大敵／頭かくしてしりかくさず／立つ鳥あとをにごさ

ず／けんかりょうせいばい／どんぐりのせいくらべ／かり

てきたねこ／ねこにこばん／七ころび八おき／ちりもつも

れば山となる／子どもは風の子／他A5･130頁 1,200円 05451-8 C8395 [1985]

玉川学園編／五味太郎・金平正・北島春信・蓑田正治編集

日本ことわざ物語 2
中学年向

［主な目次］石橋をたたいて渡る／井の中の蛙／三人よれ

ば文殊の知恵／灯台もと暗し／逃がした魚は大きい／骨

おり損のくたびれもうけ／念には念を入れよ／石の上にも

三年／帯に短したすきに長し／笑う門には福来たる／花よ

りだんご／失敗は成功のもと／朱にまじわれば赤くなる／

早起きは三文のとく／あとの祭り／他A5･130頁 1,200円 05461-7 C8395 [1985]
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小原芳明監修／高槻成紀編／浅野文彦絵

動物のくらし

リス、シカ、アユ、アオダイショウ、メダカ、ヒキガエル、ツバ

メ、サル……日本の野生動物15種の生活を、「食べもの」

「くらす場所」「移動」「子育て」の４つのテーマから解説す

る。「調べるため」の本ではなく、こどもがイラストといっしょ

に「読みとおす」本。玉川学園創立90周年記念「玉川百科

こども博物誌」シリーズ第一弾。
玉川百科こども博物誌

A4･160頁 4,800円 05971-1 C8645 [2016]

小原芳明監修／寺本潔編／青木寛子絵

ぐるっと地理めぐり

さくらと大地の案内で、日本と世界の地図旅行にでかけよ

う！ 旅のルートをたどりながら、日本と世界各地の特色あ

る風景や食べ物、歴史や文化を追体験し、広い視野で日本

と世界を捉える本。地図や地形図などすべてを細部にこだ

わった絵で表現し、簡潔な言葉による説明を加える。「玉川

百科こども博物誌」シリーズ第二弾。
玉川百科こども博物誌

A4･160頁 4,800円 05972-8 C8625 [2016]
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子どもと本

R.セール著／定松正訳

ファンタジーの伝統

物語の原型、昔話の発生を人間の生活にからませ、現代

の児童文学の命題にまで敷衍する。［主な目次］子どもの

読みと大人の読み／グリム兄弟／アンデルセンの世界／

二冊の『アリス』／『ピーターラビットのおはなし』の成立／

ジャングルブック』の構造／「フレディ」シリーズと『シャー

ロットのおくりもの』B6･488頁 3,800円 09201-5 C1340 [1990]

川端有子・西村醇子編

子どもの本と〈食〉
物語の新しい食べ方

ピーターラビット、ぐりとぐら、小公女、秘密の花園……。児

童文学は食べ物や食べることを多く描くが、〈食〉はモラル、

エコロジー、身体、セクシュアリティ、コミュニケーション、カ

ルチュラル・アイデンティティ、家族などの問題を身近なか

たちで表象する。〈食〉という面からおいしく児童文学を読

み直し、物語の本質に迫る。A5･224頁 2,700円 40340-8 C0090 [2007]

水間千恵著

女になった海賊と
大人にならない子どもたち

19世紀半ばから20世紀半ばのイギリスでは、デフォーの

『ロビンソン・クルーソー』の影響のもと、同じプロット、テー

マ、状況設定の小説群が数多く生み出された。本書では、

「国民国家」「性」といった角度からこれらロビンソン変形

譚を論じ、児童文学史上「黄金時代」の文学と社会を考察。

子どもの本のイデオロギーを分析する。A5･384頁 5,800円 40382-8 C3098 [2009]

R.アレン著／こだまともこ監訳／熊谷淳子・本間裕子訳

賞をとった子どもの本
70の賞とその歴史

児童書の賞とは何か？ 賞が担うべき役割とは？ カーネ

ギー、ケイト・グリーナウェイ、ニューベリー、コールデコット

など英語圏70の児童図書賞を考察。沿革から受賞作のリ

スト、賞の背景までを詳細に分析する。巻末には１万1,000

項目以上に及ぶ原書・日本語訳書タイトル、人名索引を掲

載。レファレンス本としても役立つ。A5･704頁 8,000円 40394-1 C1098 [2009]

M.ニコラエヴァ・C.スコット著／川端有子・南隆太訳

絵本の力学

絵本とは〈ことば〉と〈絵〉の織りなす力関係によって成り立

つ芸術形式である――ことばと絵の相互作用に着目し、

「対称・重複」「補完」「敷衍・増強」「対立・矛盾」といった４

つのカテゴリーから絵本の分析を試みる。いまだ理論や研

究方法が確立されていない分野に新しい道筋を与える、

絵本研究必携の書。巻末には索引等を付す。A5･416頁 4,800円 40434-4 C0098 [2011]

キラキラ読書クラブ編／小中大地絵

キラキラ子どもブックガイド
本ゴブリンと読もう360冊

クリック一つで情報が得られる時代でも、子どものときに心

に刻まれる物語や知識は、紙とインクで作られた本でこそ

得られるもの。小・中・大の“本ゴブリン”が、絵本、物語、ノ

ンフィクションから小学生に読んでほしい360冊を紹介しま

す。子ども自身が自分の手で、自分に合った本を探せま

す。書名・人名索引付き。A5･168頁 1,600円 40461-0 C8000 [2012]

川端有子著

児童文学の教科書

子どもの本を学びたいおとなたちの入門書。児童文学の成

り立ちから発展までの過程、ジャンル、その扱われるテーマ

や主題、重要なトピックを一冊に凝縮。図書館員、児童書専

門店員、作家、研究者など、子どもの本にかかわる専門家に

よるコラムも充実。便利なおすすめブックリスト付き。子ども

の本を扱うすべての人必携の手引書。A5･240頁 2,300円 40463-4 C0090 [2013]
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J.ドゥーナン著／正置友子・灰島かり・川端有子訳

絵本の絵を読む

絵本を読むとは、文章だけを楽しむ「読書」とは違い、「絵」

と「ことば」という異なる記号をひとつの作品のなかで経験

することである。具体的な例を挙げ、色、明暗、間隔、形など

の着眼点から、能動的に絵を読む方法を示す。中学校での

絵本学習カリキュラムも紹介。日本語版付録には、訳者が

日本の絵本を論じる座談会を収録する。A5･200頁 2,400円 40467-2 C0090 [2013]

川端有子・水間千恵・横川寿美子・吉本和弘著

映画になった児童文学

児童文学作品を原作とする映画・アニメが増えてきた。映

像は、文字よりもはるかに強烈な印象をもたらす。『不思議

の国のアリス』『若草物語』『小公子』『ピーター・パン』を取

り上げ、原作と映画作品を社会的・歴史的文脈から考察。

児童文学のメディアミックス研究に新たな可能性を示す。

映像化された児童文学などの資料満載。A5･280頁 3,300円 40474-0 C0090 [2015]

キラキラ読書クラブ編／住田一夢絵

キラキラ読書クラブ 改訂新版
子どもの本702冊ガイド

公共図書館や学校図書館で子どもたちに本を手わたし、山

ほど本を読んできた４人のメンバーが702冊を選書。子ども

が自分で本を探せるブックガイドの決定版！ 小学校低学

年から中学生まで、テーマ別に紹介。本から本への縦横無

尽のリンク付き。書名、人名、キーワード、舞台となった国、

主人公の年齢といった、充実の索引。B5･344頁 8,000円 40498-6 C8590 [2014]
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叢書・シリーズ・著作集一覧

高等教育シリーズ

大学教育の現在・過去・未来を考えるアカデミックな専門書シリーズ。

教授法から政策論議まで、豊富なラインナップを取りそろえている。

⃞1 大学教授法入門㍿㍿㍿ロンドン大学・大学教授法研究部編／喜多村和之・馬越徹・東曜子編訳 品切 08771-4 C3037 ［82］

⃞2 大学教授法の実際㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿W.J.マッキーチ著／高橋靖直訳 品切 08861-2 C3037 ［84］

⃞3 大学教育の国際化 増補版 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之著 品切 08912-1 C3037 ［84］

⃞4 大学のカリキュラム㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿井門富二夫著 品切 08941-1 C3037 ［85］

⃞5 大学の講義法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.A.ブライ著／山口栄一訳 品切 08951-0 C3037 ［85］

⃞6 リースマン 高等教育論

㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.リースマン著／喜多村和之・江原武一・福島咲江・塩崎千枝子・玉岡賀津雄訳 品切 07711-1 C3037 ［86］

⃞7 高等教育の日本的構造㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 品切 07731-9 C3037 ［86］

⃞8 大学の教授・学習法 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿R.ビアド他著／平沢茂訳 品切 08991-6 C3037 ［86］

⃞9 大学の学生指導㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿F.B.ニュートン他編／岡国臣・中川米造監訳 品切 09021-9 C3037 ［86］

⃞10高等教育の比較的考察㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之著 品切 07511-7 C3037 ［86］

⃞11大学のティーチング㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.ローマン著／阿部美哉監訳 品切 09051-6 C3037 ［87］

⃞12大学教育の目的㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.E.エブル著／高橋靖直訳 品切 09061-5 C3037 ［87］

⃞13大学教育改革のダイナミックス ㍿J.B.L.ヘファリン著／喜多村和之・石田純・友田泰正訳 品切 07821-7 C3037 ［87］

⃞14大学教授のためのティーチングガイド ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.E.エブル著／箕輪成男訳 品切 09081-3 C3037 ［88］

⃞15大学教育とは何か ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之編 品切 07881-1 C3037 ［88］

⃞16日本の大学教育改革㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿関正夫著 品切 07891-0 C3037 ［88］

⃞17ハーバード大学の戦略㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.ボック著／小原芳明監訳 品切 07911-5 C3037 ［89］

⃞18近代日本高等教育研究㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 品切 07921-4 C3037 ［89］

⃞19大学の国際文化学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿阿部美哉著 品切 07931-3 C3037 ［89］

⃞20大学授業の研究㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿片岡徳雄・喜多村和之編 品切 07941-2 C3037 ［89］

⃞21ヨーロッパの大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田雄次郎著 品切 09141-4 C3037 ［90］

⃞22学歴産業㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.W.スチュワート他著／喜多村和之・加澤恒雄・坂本真理子・石塚公康訳 品切 09181-0 C3037 ［90］

⃞23大学のカリキュラムと学際化 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿井門富二夫著 品切 09221-3 C3037 ［91］

⃞24生涯学習時代の短期高等教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿阿部美哉著 品切 09241-1 C3037 ［91］

⃞25日本的大学像を求めて㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 品切 10061-1 C3037 ［91］

⃞26アメリカ大学の優秀戦略 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.W.ギリー他著／小原芳明・高橋靖直・田中義郎訳 品切 10071-0 C3037 ［91］

⃞27日本の学歴エリート㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿麻生誠著 品切 10101-4 C3037 ［91］

⃞28アメリカのリベラルアーツ・カレッジ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿宮田敏近著 品切 09291-6 C1037 ［91］

⃞29大学経営とリーダーシップ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿R.バーンバウム著／高橋靖直訳 品切 10171-7 C3037 ［92］
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⃞30アメリカの大学・ニッポンの大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿苅谷剛彦著 品切 09361-6 C3037 ［92］

⃞31私語研究序説㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿新堀通也著 品切 10221-9 C3036 ［92］

⃞32旧制専門学校論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 品切 09391-3 C3037 ［92］

⃞33戦後大学政策の展開㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿黒羽亮一著 品切 10251-6 C3037 ［93］

⃞34大学の理念㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.G.ガダマー他著／赤刎弘也訳 品切 09451-4 C3037 ［93］

⃞35アジアの大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.アルトバック他編／馬越徹・大塚豊監訳 品切 10341-4 C3037 ［93］

⃞36大学校の研究㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿市川昭午編 品切 10291-2 C3037 ［93］

⃞37大学評価㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿新堀通也編 品切 10301-8 C3037 ［93］

⃞38学校と大学のパートナーシップ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.A.シロトニック他著／中留武昭監訳 品切 10371-1 C3037 ［94］

⃞39現代アメリカの大学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿江原武一著 品切 10281-3 C3037 ［94］

⃞40比較高等教育論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.アルトバック著／馬越徹監訳 品切 10401-5 C3037 ［94］

⃞41アメリカの小さな大学町㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿浦田誠親著 品切 09551-1 C3037 ［94］

⃞42大学経営と社会環境㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿C.カー著／箕輪成男・鈴木一郎訳 品切 10461-9 C3037 ［94］

⃞43教育交流論序説㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿井上雍雄著 品切 10471-8 C3037 ［94］

⃞44大学のアメリカ・モデル㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿江原武一著 品切 09561-0 C3037 ［94］

⃞45 21世紀の大学像㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿関正夫著 品切 09591-7 C3037 ［95］

⃞46転換する大学政策㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿舘昭編 品切 09601-3 C3337 ［95］

⃞47キャンパスは変わる㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿苅谷剛彦編 品切 09611-2 C3337 ［95］

⃞48近未来の大学像㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿金子元久編 品切 09621-1 C3337 ［95］

⃞49大学の変革−内と外㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天城勲著 品切 09631-0 C3337 ［95］

⃞50大学はどこから来たか、どこへ行くのか ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿永井道雄監修 品切 09671-6 C3037 ［95］

⃞51科学革命と大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.アシュビー著／島田雄次郎訳 品切 09691-4 C3030 ［95］

⃞52現代の大学院教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿市川昭午・喜多村和之編 品切 10651-4 C3037 ［95］

⃞53大学で勉強する方法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.W.コーンハウザー著／山口栄一訳 971円 09731-7 C2037 ［95］

⃞54大学大衆化の構造㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿市川昭午編 品切 10661-3 C3037 ［95］

⃞55学習社会の大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿木田宏著 品切 09751-5 C3037 ［95］

⃞56新制大学の誕生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿土持ゲーリー法一著 品切 10731-3 C3037 ［96］

⃞57大学カリキュラムの再編成 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿清水畏三・井門富二夫編 品切 10811-2 C3037 ［97］

⃞58現代中国高等教育の成立㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿大塚豊著 品切 10741-2 C3037 ［96］

⃞59カリキュラム論争 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿W.B.カーノカン著／丹治めぐみ訳 品切 09761-4 C3037 ［96］

⃞60大学教授職の使命㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.L.ボイヤー著／有本章訳 品切 09811-6 C3037 ［96］

⃞61新版 学生消費者の時代㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之著 品切 09831-4 C3037 ［96］

⃞62大学教授職の国際比較㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿有本章・江原武一編著 品切 10781-8 C3037 ［96］

⃞63リベラルアーツ・カレッジ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.W.ブレネマン著／宮田敏近訳 品切 10771-9 C3037 ［96］

⃞64アメリカの大学・カレッジ改訂版㍿㍿㍿㍿㍿E.L.ボイヤー著／喜多村和之・舘昭・伊藤彰浩訳 品切 10791-7 C3037 ［96］

⃞65高等教育の経済分析と政策㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿矢野眞和著 品切 10821-1 C3037 ［96］

⃞66アメリカ高等教育の大変貌㍿㍿㍿㍿㍿㍿C.カー著／小原芳明・高橋靖直・加澤恒雄・今尾佳生訳 5000円 10501-2 C3037 ［96］

⃞67現代日本の専門学校㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿韓民著 品切 10851-8 C3037 ［96］

⃞68大学の使命㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.オルテガ・イ・ガセット著／井上正訳 品切 09901-4 C3037 ［96］

⃞69日本の研究者養成㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿塚原修一・小林信一共著 品切 10841-9 C3037 ［96］

⃞70大学教育研究の課題㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿一般教育学会編 品切 10931-7 C3037 ［97］
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⃞71日本の大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿大久保利謙著 品切 09911-3 C3037 ［97］

⃞72大学再生への挑戦㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿R.ソロモン他著／山谷洋二訳 品切 10981-2 C3037 ［97］

⃞73大学国際化の研究㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿江淵一公著 品切 10961-4 C3037 ［97］

⃞74大学を語る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫編 3000円 09981-6 C3037 ［97］

⃞75開かれた大学授業をめざして ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿京都大学高等教育教授システム開発センター編 品切 11031-3 C3037 ［97］

⃞76大学開発の担い手㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿M.J.ワース他著／山田礼子訳 品切 11071-9 C3037 ［97］

⃞77大学改革 日本とアメリカ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿舘昭著 品切 30001-1 C3037 ［97］

⃞78ドイツの高等教育システム㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.パイザート他著／小松親次郎・長島啓記他訳 品切 11091-7 C3037 ［97］

⃞79アメリカ高等教育 試練の時代 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿C.カー著／喜多村和之監訳 品切 11001-6 C3037 ［98］

⃞80アメリカ高等教育の歴史と未来 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿C.カー著／喜多村和之監訳 品切 11011-5 C3037 ［98］

⃞81アメリカ社会と高等教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.アルトバック他編／高橋靖直訳 品切 11151-8 C3037 ［98］

⃞82イギリス高等教育と専門職社会 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.J.パーキン著／有本章・安原義仁編訳 3000円 11171-6 C3037 ［98］

⃞83大学授業の心得㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿S.G.クランツ著／蓮井敏訳 2400円 30041-7 C3037 ［98］

⃞84アメリカの学生と海外留学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.B.バーン編／井上雍雄訳 品切 11201-0 C3037 ［98］

⃞85変わるニッポンの大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿苅谷剛彦著 2500円 30101-8 C3037 ［98］

⃞86プロフェッショナルスクール㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山田礼子著 品切 11351-2 C3037 ［98］

⃞87戦後大学改革㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿羽田貴史著 品切 11361-1 C3037 ［99］

⃞88現代の大学・高等教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之著 品切 11021-4 C3037 ［99］

⃞89戦間期日本の高等教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿伊藤彰浩著 品切 11411-3 C3037 ［99］

⃞90誰でも何でも学べる大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.アシュビー著／宮田敏近訳 品切 30131-5 C2037 ［99］

⃞91教養教育の系譜㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿S.ロスブラット著／吉田文・杉谷祐美子訳 品切 40061-2 C3037 ［99］

⃞92都市型大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.エリオット著／岩田弘三訳 品切 11501-1 C3037 ［99］

⃞93日本・中国高等教育と入試 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿中島直忠編 品切 40101-5 C3037 ［00］

⃞94高等教育の変貌と財政㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿市川昭午著 4000円 40141-1 C3037 ［00］

⃞95現代アメリカ大学生群像 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.レヴィーン他著／丹治めぐみ訳 2900円 30221-3 C3037 ［00］

⃞96高度情報社会の大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿M.トロウ著／喜多村和之編訳 品切 40121-3 C3037 ［00］

⃞97大学個性化の戦略㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.T.セイモア著／舘昭・森利枝訳 4200円 40171-8 C3037 ［00］

⃞98高等教育と政策評価㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之編 品切 40201-2 C3037 ［00］

⃞99科学技術社会と大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.アシュビー著／宮田敏近訳 品切 30251-0 C3037 ［00］

⃞100 学長 大学改革への挑戦㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫編 2500円 30252-7 C3037 ［00］

⃞101 大学教師の自己改善㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.J.パーマー著／吉永契一郎訳 3200円 30253-4 C3037 ［00］

⃞102 新版 戦後大学政策の展開 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿黒羽亮一著 品切 40247-0 C3037 ［01］

⃞103 大学授業のフィールドワーク㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿京都大学高等教育教授システム開発センター編 品切 40242-5 C3037 ［01］

⃞104 成長するティップス先生 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿池田輝政・戸田山和久・近田政博・中井俊樹著 1400円 30257-2 C2037 ［01］

⃞105 現代大学の変革と政策㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿喜多村和之著 品切 40131-2 C3037 ［01］

⃞106 未来形の大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿市川昭午著 2800円 30258-9 C3037 ［01］

⃞107 大学授業の生態誌㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田博司著 品切 30259-6 C3037 ［01］

⃞108 大学改革のゆくえ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 2400円 30260-2 C3037 ［01］

⃞109 人文科学に何が起きたか㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.カーナン編／木村武史訳 品切 40259-3 C3000 ［01］

⃞110 学生参加型の大学授業㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.W.ジョンソン他著／関田一彦監訳 品切 40256-2 C3037 ［01］

⃞111 大学改革の現場へ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山岸駿介著 品切 30261-9 C0037 ［01］
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⃞112デジタル時代の大学と図書館 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.L.ホーキンス他編／三浦逸雄他訳 僅少 40266-1 C3000 ［02］

⃞113 私語への教育指導㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田博司著 品切 30262-6 C3037 ［02］

⃞114メール私語の登場 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田博司著 品切 30263-3 C3037 ［02］

⃞115 大学評価ハンドブック ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.I.フローインスティン著／米澤彰純・福留東土訳 品切 40271-5 C3037 ［02］

⃞116 大学政策 改革への軌跡㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿黒羽亮一著 品切 40272-2 C3037 ［02］

⃞117 大学院教育の国際比較㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.R.クラーク著／有本章訳 品切 40277-7 C3037 ［02］

⃞118ＩＣＴを活用した大学授業㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原芳明編 品切 40279-1 C3037 ［02］

⃞119イギリスの大学改革 1809-1914㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿M.サンダーソン著／安原義仁編訳 品切 30271-8 C3037 ［03］

⃞120アメリカ大学史 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿F.ルドルフ著／阿部美哉・阿部温子訳 5500円 40283-8 C3037 ［03］

⃞121 大学教員「教育評価」ハンドブック㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿L.キーグ・M.D.ワガナー著／高橋靖直訳 2800円 40285-2 C3037 ［03］

⃞122 大学のカリキュラム改革㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿有本章編 品切 40296-8 C3037 ［03］

⃞123キャンパスライフの今㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿武内清編 2100円 30276-3 C0037 ［03］

⃞124 高等教育とＩＴ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山地弘起・佐賀啓男編 品切 40298-2 C3037 ［03］

⃞125 大学授業を活性化する方法 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿杉江修治・関田一彦・安永悟・三宅なほみ編著 2800円 40300-2 C3037 ［04］

⃞126 日本の高等教育政策㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿T.J.ペンペル著／橋本鉱市訳 4500円 40307-1 C3037 ［04］

⃞127 商業化する大学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.ボック著／宮田由紀夫訳 4200円 40308-8 C0037 ［04］

⃞128 私学高等教育の潮流㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.アルトバック編／森利枝訳 4500円 40309-5 C3037 ［04］

⃞129アジア・オセアニアの高等教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿馬越徹編 4500円 40313-2 C3037 ［04］

⃞130 高校と大学の接続㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿荒井克弘・橋本昭彦編著 品切 40319-4 C3037 ［05］

⃞131シカゴ大学教授法ハンドブック㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.ブリンクリ他著／小原芳明監訳 2000円 40321-7 C3037 ［05］

⃞132 地域社会に貢献する大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿OECD編／相原総一郎他訳 品切 40320-0 C3037 ［05］

⃞133 大学改革の海図㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿矢野眞和著 品切 30288-6 C3037 ［05］

⃞134 大学論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.フレックスナー著／坂本辰朗他訳 5800円 40325-5 C3037 ［05］

⃞135 戦後日本の高等教育改革政策㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿土持ゲーリー法一著 品切 40327-9 C3037 ［06］

⃞136 大学改革の社会学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿天野郁夫著 4200円 40328-6 C3037 ［06］

⃞137アジアの高等教育改革㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.G.アルトバック・馬越徹編 6000円 40334-7 C3037 ［06］

⃞138ヨーロッパの高等教育改革㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿U.タイヒラー／馬越徹・吉川裕美子監訳 僅少 40335-4 C3037 ［06］

⃞139 TA実践ガイドブック㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小笠原正明・西森敏之・瀬名波栄潤編 2800円 40336-1 C3037 ［06］

⃞140 授業評価活用ハンドブック ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山地弘起編著 品切 40337-8 C3037 ［07］

⃞141 日本の産学連携㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉井克哉・宮田由紀夫編 4500円 40346-0 C3037 ［07］

⃞142 日本の大学教授市場㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山野井敦徳編著 5800円 40347-7 C3037 ［07］

⃞143アメリカの学生獲得戦略 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山田礼子著 品切 40365-1 C3037 ［08］

⃞144 高等教育市場の国際化㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿塚原修一編著 品切 40364-4 C3037 ［09］

⃞145 ベストプロフェッサー ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.ベイン著／高橋靖直訳 3000円 40362-0 C3037 ［08］

⃞146 変貌する日本の大学教授職㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿有本章編著 6000円 40381-1 C3037 ［08］

⃞147 専門職養成の日本的構造㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿橋本鉱市編著 4000円 40398-9 C3037 ［09］

⃞148 学びのティップス ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿近田政博著 1200円 40401-6 C2037 ［09］

⃞149 大学教員準備講座㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子著 2400円 40400-9 C3037 ［10］

⃞150 大学教員のための授業方法とデザイン㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤浩章編 2300円 40418-4 C3037 ［10］

⃞151 学生の理解を重視する大学授業 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿N.エントウィスル著／山口栄一訳 3300円 40419-1 C3037 ［10］

⃞152 近代日本の大学教授職㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岩田弘三著 4900円 40431-3 C3037 ［11］
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⃞153 変貌する世界の大学教授職㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿有本章編著 5000円 40437-5 C3037 ［11］

⃞154 学習経験をつくる大学授業法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿L.ディー・フィンク著／土持ゲーリー法一監訳 3800円 40438-2 C3037 ［11］

⃞155ＩＲ実践ハンドブック㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿R.D.ハワード編／大学評価・学位授与機構ＩＲ研究会訳 3600円 40453-5 C3037 ［12］

⃞156 学びを共有する大学授業㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田博司著 3500円 40455-9 C3037 ［12］

⃞157 大学の教務Ｑ＆Ａ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿中井俊樹・上西浩司編 1500円 40456-6 C3037 ［12］

⃞158 学びの質保証戦略 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山田礼子著 2600円 40454-2 C3037 ［12］

⃞159アメリカの産学連携と学問的誠実性 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿宮田由紀夫著 4200円 40465-8 C3037 ［13］

⃞160 大学教育の再構築㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿金子元久著 3800円 40464-1 C3037 ［13］

⃞161 大学のIR Q&A ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百編 2000円 40473-3 C3037 ［13］

⃞162 FDガイドブック

㍿㍿㍿K.J.ガレスピー・D.L.ロバートソン編著／羽田貴史監訳／今野文子・串本剛・立石慎治・杉本和弘・佐藤万知訳 3800円 40487-0 C3037 ［14］

⃞163 大学教員のためのルーブリック評価入門

㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.スティーブンス・A.レビ著／佐藤浩章監訳／井上敏憲・俣野秀典訳 2800円 40477-1 C3037 ［14］

⃞164 大学における「学びの場」づくり

㍿㍿㍿S.A.アンブローズ・M.W.ブリッジズ・M.ディピエトロ・M.C.ラベット・M.K.ノーマン著／栗田佳代子訳 3200円 40489-2 C3037 ［14］

⃞165 高等教育の政策過程㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿橋本鉱市著 4200円 40496-2 C3037 ［14］

⃞166 大学の教員免許業務 Q&A ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小野勝士・村瀬隆彦・上西浩司・中井俊樹編 2000円 40495-5 C3037 ［14］

⃞167 高等教育の社会学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.J.ガンポート編著／伊藤彰浩・橋本鉱市・阿曽沼明裕監訳 5400円 40514-3 C3037 ［15］

⃞168アメリカの高等教育 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.ボック著／宮田由紀夫訳 5800円 40469-9 C3037 ［15］

⃞169 専門職の報酬と職域㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿橋本鉱市編著 4400円 40526-6 C3037 ［15］

⃞170 学生の学びを測る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿L.サスキー著／齋藤聖子訳 5000円 40491-7 C3037 ［15］

⃞171 大学のＦＤＱ&Ａ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤浩章・中井俊樹・小島佐恵子・城間祥子・杉谷祐美子編 2000円 40520-4 C3037 ［16］

⃞172 大学教育再生とは何か ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿有本章著 6200円 40517-4 C3037 ［16］

⃞173 大学IRスタンダード指標集 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿松田岳士・森雅生・相生芳晴・姉川恭子編著 2800円 40539-6 C3037 ［17］

企画編集 橋本鉱市・阿曽沼明裕

リーディングス 日本の高等教育 全8巻

高等教育研究に新しい視座を提供する重要文献を精選。

論文とその解題、基本文献の解説からテーマの全貌を明らかにする。

⃞1 大学への進学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40410-8 C3337 ［10］

⃞2 大学の学び㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40411-5 C3337 ［11］

⃞3 大学生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40412-2 C3337 ［10］

⃞4 大学から社会へ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40413-9 C3337 ［11］

⃞5 大学と学問㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40414-6 C3337 ［10］

⃞6 大学と国家㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40415-3 C3337 ［10］

⃞7 大学のマネジメント㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40416-0 C3337 ［11］

⃞8 大学とマネー㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4500円 40417-7 C3337 ［11］

090



中井俊樹・佐藤浩章編

シリーズ 大学の教授法 全6巻

これまで蓄積されてきた教授法に関する知見や技法を体系的にまとめる。

各巻に実際に使える資料を豊富に付す。

⃞1 授業設計㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿中島英博編著 2400円 40531-0 C3037 ［16］

⃞2 講義法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤浩章編著 2400円 40532-7 C3037 ［17］

⃞3 アクティブラーニング㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿中井俊樹編著 2400円 40533-4 C3037 ［15］

⃞4 学習評価 続刊

⃞5 研究指導 続刊

⃞6 授業改善 続刊

日本高等教育学会編

高等教育研究

日本高等教育学会の学会誌。年１回発行。毎号特集論文と投稿論文にて構成。

⃞1 高等教育研究の地平㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18001-9 C3037 ［98］

⃞2 ユニバーサル化への道㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18011-8 C3037 ［99］

⃞3 日本の大学評価㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18021-7 C3037 ［00］

⃞4 大学・知識・市場㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18031-6 C3037 ［01］

⃞5 大学の組織・経営再考㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18032-3 C3037 ［02］

⃞6 高等教育 改革の10年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2700円 18033-0 C3037 ［03］

⃞7 プロフェッショナル化と大学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2900円 18034-7 C3037 ［04］

⃞8 学士学位プログラム㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3300円 18035-4 C3037 ［05］

⃞9 連携する大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18036-1 C3037 ［06］

⃞10高等教育研究の10年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18037-8 C3037 ［07］

⃞11大学生論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18038-5 C3037 ［08］

⃞12変容する大学像 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3700円 18039-2 C3037 ［09］

⃞13スタッフ・ディベロップメント㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18040-8 C3037 ［10］

⃞14高大接続の現在㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18041-5 C3037 ［11］

⃞15高等教育財政㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3300円 18042-2 C3037 ［12］

⃞16高等教育研究の制度化と課題㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4100円 18043-9 C3037 ［13］

⃞17大学教育のマネジメントと革新㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2900円 18044-6 C3037 ［14］

⃞18高等教育改革 その後の10年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3300円 18045-3 C3037 ［15］

⃞19高等教育研究におけるIR㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2900円 18046-0 C3037 ［16］

⃞20高等教育研究のニューフロンティア ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3600円 18047-7 C3037 ［17］

叢書・シリーズ・著作集一覧

091



玉川大学教職専門シリーズ

教職を志望する学生、現役教師のための、学習指導要領に準拠した基本図書シリーズ。

教師に必要とされる基礎知識、教育の実践と課題について学ぶ。

教育の原理㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿倉岡正雄・岡田陽・甲斐隆・白石克己・高橋靖直・長野正・山口栄一著 品切 06912-3 C3337 ［86］

道徳教育の研究㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田四郎・佐藤正明・白石克己・土山牧民・中森善治著 品切 06921-5 C3337 ［86］

西洋教育史㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿東岸克好・俵木浩太郎・米山弘・石橋哲成・三井善止・金丸弘幸著 品切 06931-4 C3337 ［86］

教育の方法と技術㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿沼野一男・甲斐隆・古藤泰弘・長野正・平沢茂・山口栄一著 品切 06941-3 C3337 ［86］

教育社会学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿新堀通也・加野芳正著 品切 06961-1 C3337 ［87］

日本教育史㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿石川松太郎・大戸安弘・寿福隆人・関山邦宏・多田建次・四方一弥著 2400円 06971-0 C3337 ［87］

教師論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿米山弘編著 品切 40250-0 C3037 ［01］

学校制度と社会㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高橋靖直編著 品切 40251-7 C3037 ［01］

授業の方法と技術㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿長野正著 品切 06972-7 C3037 ［01］

新説 教育の原理 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿三井善止編著 1500円 40263-0 C3037 ［02］

道徳の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村田昇編著 品切 40289-0 C3037 ［03］

教育行政と学校・教師〔第三版〕㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高橋靖直・牛渡淳・若井彌一著 1900円 40302-6 C3037 ［04］

視聴覚メディアと教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山口榮一著 1900円 40303-3 C3037 ［04］

教育心理学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿作間慎一・大竹信子・鈴木牧夫・高平小百合・小林亮・窪内節子著 1900円 40318-7 C3037 ［05］

授業のデザイン㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山口榮一著 1900円 40322-4 C3037 ［05］

学校制度と社会〔第二版〕㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高橋靖直編著／曽野洋・高田文子共著 僅少 40342-2 C3037 ［07］

新説 教育社会学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿加野芳正・藤村正司・浦田広朗編著 2400円 40356-9 C3037 ［07］

道徳の指導法〔第二版〕㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村田昇編著 1800円 40384-2 C3037 ［09］

教育課程編成論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿加藤幸次編 2200円 40395-8 C3037 ［10］

教育課程編成論〔第二版〕㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿加藤幸次編 2200円 40432-0 C3037 ［11］

道徳教育の本質と実践原理㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村田昇著 2200円 40443-6 C3037 ［11］

学級経営読本㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿北村文夫編著 2400円 40452-8 C3037 ［12］

教職概論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐久間裕之編著 2000円 40448-1 C3037 ［12］

学校教育制度概論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿坂野慎二・福本みちよ編著 2200円 40447-4 C3037 ［12］

教育相談の理論と方法 中学校・高校編 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿原田眞理編著 2400円 40511-2 C3037 ［15］

教育原理㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐久間裕之編著 2400円 40479-5 C3037 ［15］

教育相談の理論と方法 小学校編㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿原田眞理編著 2400円 40515-0 C3037 ［16］

新教科「道徳」の理論と実践㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿渡邉満・山口圭介・山口意友編著 2800円 40540-2 C3037 ［17］

学校教育制度概論【第二版】㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ編著 2800円 40541-9 C3037 ［17］

教科指導法シリーズ 全10巻

「学習指導要領」を平易に読み解き、各教科・各領域の指導内容や指導方法を具体的に提示。

各教科の指導の新しいありかたをデザインする、基本的かつ実践的なシリーズ。

小学校指導法 国語㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿植松雅美編著 2000円 40420-7 C3337 ［11］

小学校指導法 社会㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿寺本潔編著 2000円 40421-4 C3337 ［11］

小学校指導法 算数㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿守屋誠司編著 2000円 40422-1 C3337 ［11］
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小学校指導法 理科㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿梅木信一編著 2000円 40423-8 C3337 ［11］

小学校指導法 生活㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿寺本潔編著 2000円 40424-5 C3337 ［11］

小学校指導法 図画工作㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿渡邊千惠子編著 2000円 40425-2 C3337 ［11］

小学校指導法 家庭㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿池﨑喜美惠編著 2000円 40426-9 C3337 ［11］

小学校指導法 体育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿金井茂夫編著 2000円 40427-6 C3337 ［11］

指導法 特別活動㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿北村文夫編著 2000円 40428-3 C3337 ［11］

小学校指導法 音楽㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿梅沢一彦編著 2000円 40518-1 C3337 ［16］

教科力シリーズ 全8巻

教師の力量形成のうえで重要な、各「教科」の内容理解を助ける。

教科実践力の基礎作りを担うとともに、教材研究の手引きともなる。

小学校国語㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿松本修編著 2400円 40500-6 C3337 ［15］

小学校社会㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿寺本潔編著 2400円 40501-3 C3337 ［15］

小学校算数㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿守屋誠司編著 2400円 40502-0 C3337 ［15］

小学校理科㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿石井恭子編著 2400円 40503-7 C3337 ［16］

小学校生活㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿寺本潔編著 2400円 40504-4 C3337 ［16］

小学校体育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高島二郎・川崎登志喜編著 2400円 40505-1 C3337 ［15］

小学校音楽㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿梅沢一彦編著 2400円 40506-8 C3337 ［15］

小学校家庭㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿池﨑喜美惠編著 2400円 40508-2 C3337 ［15］

渡辺一雄編

教育政策入門 全4巻

教育行政に必要な基礎知識をわかりやすく整理し、学習・研究を深化させる手がかりを提供する。

⃞1 学校を考える ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2600円 40402-3 C3037 ［10］

⃞2 学校の制度と機能㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2400円 40403-0 C3037 ［10］

⃞3 大学の制度と機能㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3200円 40404-7 C3037 ［10］

⃞4 大学の運営と展望㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2600円 40405-4 C3037 ［10］

フィールド科学の入口 全10巻

従来の学問の枠組みを超えて、相互の有機的なつながりを探る学びの入門書。

フィールドワークから生き生きとした科学の姿を伝える。

暮らしの伝承知を探る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿野本寛一・赤坂憲雄編 2400円 18200-6 C0039 ［13］

イネの歴史を探る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤洋一郎・赤坂憲雄編 2400円 18201-3 C0061 ［13］

自然景観の成り立ちを探る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小泉武栄・赤坂憲雄編 2400円 18202-0 C0044 ［13］

遺跡・遺物の語りを探る ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小林達雄・赤坂憲雄編 2400円 18203-7 C0039 ［14］

海の底深くを探る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿白山義久・赤坂憲雄編 2400円 18204-4 C0040 ［15］

人間の営みを探る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿秋道智彌・赤坂憲雄編 2400円 18205-1 C0039 ［16］

叢書・シリーズ・著作集一覧
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食の文化を探る 続刊

存在のふしぎを探る（仮題） 続刊

生命のなぞを探る（仮題） 続刊

言葉のあり方を探る（仮題） 続刊

玉川学園編 責任編集者 正善達三・川島吾朗・北島春信・金平正・牧杜子尾・蓑田正治

みんなでつくる学校放送 全4巻

各学期ごとに分けて、児童が毎日の校内放送に積極的に取り組むことができるように、使いやすい構成となっている。

⃞1 番組の作り方㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 12561-4 C2337 ［84］

⃞2 一学期の放送台本㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12571-3 C2337 ［84］

⃞3 二学期の放送台本㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12581-2 C2337 ［84］

⃞4 三学期の放送台本㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12591-1 C2337 ［84］

岡田陽・落合聰三郎編

玉川中学校劇集 全3巻

永年の実践を通して生み出されたものだけに、出演者の数、上演時間、大道具・小道具の工夫、演出の手引きなど、

細かな配慮がなされている。生徒全員での創造活動に最適。

玉川中学校劇集 ①㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2200円 12391-7 C2337 ［80］

玉川中学校劇集 ②㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2200円 12401-3 C2337 ［80］

玉川中学校劇集 ③㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2200円 12411-2 C2337 ［80］

岡田陽・落合聰三郎編

新しい学校劇 全6巻

海外の脚本、朗読劇、参加劇など、まったく新しい学校劇脚本を豊富に紹介。クラス全員が出演可能なもの、

手軽な発表会に適したもの、社会科、理科の教材の劇化を図ったものなどを取りそろえた。楽譜、舞台、演出の手引き付き。

新しい学校劇 ① 低学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2000円 12611-6 C2337 ［85］

新しい学校劇 ② 低学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2000円 12621-5 C2337 ［85］

新しい学校劇 ③ 中学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2000円 12631-4 C2337 ［85］

新しい学校劇 ④ 中学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 12641-3 C2337 ［85］

新しい学校劇 ⑤ 高学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2000円 12651-2 C2337 ［85］

新しい学校劇 ⑥ 高学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2000円 12661-1 C2337 ［85］
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岡田陽編

朗読劇台本集 全5巻

小説・童話・ノンフィクションなどを題材とする朗読劇を紹介。

各巻ごとに「理論と実践」の方法を提示し、全５巻で系統的に学べるように工夫した。

各12編ずつの台本を収録。幼・小・中・高・養護学校の教員、学生、児童福祉指導者の方々におすすめ。

朗読劇台本集 ① ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 12481-5 C2374 ［96］

朗読劇台本集 ② ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 12491-4 C2374 ［96］

朗読劇台本集 ③ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2800円 12501-0 C2374 ［96］

朗読劇台本集 ④ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2800円 12502-7 C2374 ［02］

朗読劇台本集 ⑤ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2800円 12503-4 C2374 ［02］

岡田陽・落合聰三郎編

学校劇選集 全3巻

長い年月に耐えうる普遍性をもった構成の確かな作品、思い出に残る名作を精選した学校劇脚本の集大成。

学校劇選集 ① 低学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12801-1 C2337 ［93］

学校劇選集 ② 中学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12811-0 C2337 ［93］

学校劇選集 ③ 高学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12821-9 C2337 ［93］

編集代表 岡田陽・佐野正之

みんなで創る英語劇 全3巻＋指導マニュアル

英文シナリオとその日本語訳、随所に演出のポイント付き。

みんなで創る英語劇 ①㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12671-0 C2337 ［87］

みんなで創る英語劇 ②㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1800円 12681-9 C2337 ［87］

みんなで創る英語劇 ③㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1800円 12691-8 C2337 ［87］

英語劇指導マニュアル ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐野正之編著 品切 12701-4 C2037 ［90］

金平正・北島春信・蓑田正治編

小学漢字らくらくマスター 全6巻

漢字はごちゃごちゃ複雑だけど、漢字はいろいろに読むけれど、そのできかたにはわけがある。漢字の知恵をしっかり知ると、

そのおもしろさが分かってくる。絵を見て字を見て、クイズをといて、たくさん漢字を覚えよう。

小学漢字らくらくマスター 1年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05878-3 C8381 ［05］

小学漢字らくらくマスター 2年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05879-0 C8381 ［05］

小学漢字らくらくマスター 3年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05880-6 C8381 ［05］

小学漢字らくらくマスター 4年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05881-3 C8381 ［05］

小学漢字らくらくマスター 5年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05882-0 C8381 ［05］

小学漢字らくらくマスター 6年生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 952円 05883-7 C8381 ［05］

叢書・シリーズ・著作集一覧
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押谷由夫・小川信夫・岩崎明編著

さわやかマナー 全3巻

子どもたちがのびのび楽しく過ごす上で大切な基本的マナーを、子ども自身が考え、楽しみながら学べるように作られています。

新学習指導要領準拠。『心のノート』と併用して使えるように考慮。

⃞1 さわやかマナー 1・2年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1500円 05871-4 C8339 ［03］

⃞2 さわやかマナー 3・4年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1500円 05872-1 C8339 ［03］

⃞3 さわやかマナー 5・6年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1500円 05873-8 C8339 ［03］

保育・幼児教育シリーズ 全5巻

平成21年に施行された新しい保育所保育指針、幼稚園教育要領に対応し、

保育内容や保育方法の基礎から実践までを自学自習できる。

健康の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿宮﨑豊・田澤里喜編著 2400円 40480-1 C3337 ［14］

環境の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿若月芳浩編著 2400円 40482-5 C3337 ［14］

言葉の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿大豆生田啓友・佐藤浩代編著 2400円 40483-2 C3337 ［14］

表現の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿田澤里喜編著 2400円 40484-9 C3337 ［14］

人間関係の指導法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿若月芳浩・岩田恵子編著 2400円 40481-8 C3337 ［15］

監修 岡田陽・日名子太郎・高城義太郎

幼児・児童の創るシリーズ 全12巻

幼児教育の現場で活躍する執筆陣により、豊富な図・写真・イラストで、誰でも実践できるよう工夫。

幼稚園・保育園から小学校低学年教師の必携書。保育科教材に最適。

⃞1 劇あそび㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽・清水俊夫他著 1200円 05311-5 C2337 ［81］

⃞2 ことばあそび㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽・清水俊夫他著 品切 05321-4 C2337 ［81］

⃞3 みぶりあそび・ごっこあそび ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽・清水俊夫他著 品切 05331-3 C2337 ［81］

⃞4 歌あそび 春・夏㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高森義文・朝日育也著 1200円 05341-2 C2337 ［81］

⃞5 歌あそび 秋・冬㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高森義文・朝日育也著 1200円 05351-1 C2337 ［81］

⃞6 小さな遊具の運動あそび㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿永井三千昭著 品切 05361-0 C2337 ［81］

⃞7 大きな遊具の運動あそび㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿古谷太郎著 品切 05371-9 C2337 ［81］

⃞8 絵画あそび ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤和男著 品切 05381-8 C2337 ［81］

⃞9 工作あそび ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤和男著 品切 05391-7 C2337 ［81］

⃞10自然のなかのあそび ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿稲津厚生著 品切 05401-3 C2337 ［81］

⃞11楽しい行事12カ月 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉川学園幼稚部編 品切 05411-2 C2337 ［81］

⃞12乳幼児の安全教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿齋藤歖能・高城義太郎他著 品切 05421-1 C2337 ［81］
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山本清洋著

トム・ソーヤーからのおくりもの 全2巻

『トム・ソーヤーの冒険』の遊びと、50年前の日本の遊びをイラスト入りで解説。

子ども社会に豊かな遊びを取り戻すための具体的な提案と試み。

⃞1 こんなふうに遊んでた！㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1800円 40371-2 C0037 ［08］

⃞2 子どもが育つ野外遊び ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1800円 40372-9 C0037 ［08］

和久洋三著

遊びの創造共育法 全7巻

子どもも大人も目を輝かせて遊ぶ1000例の活動を、3000枚の写真と図版で紹介する待望の実践書。

⃞1 子どもはみんなアーティスト㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05884-4 C2037 ［06］

⃞2 ボール遊びと造形 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05885-1 C2037 ［06］

⃞3 円柱の遊びと造形㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05886-8 C2037 ［06］

⃞4 積木遊び ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05887-5 C2037 ［06］

⃞5 積木遊びと造形㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05888-2 C2037 ［06］

⃞6 色面の遊びと造形㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05889-9 C2037 ［06］

⃞7 点線面の遊びと造形㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 05890-5 C2037 ［06］

川尻泰司著

絵で語る人形劇セミナー 全4巻

各巻とも180点にも及ぶ豊富なイラストで、まったく初歩の人でも学べる独創的シリーズ。

人形の作り方、遊び方、舞台・脚本・演出といった構成で体系的に学べるように工夫。

⃞1 人形劇をはじめよう㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2400円 12511-9 C2374 ［82］

⃞2 人形劇であそぼう㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2400円 12521-8 C2374 ［82］

⃞3 人形劇はどこでもできる ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 12531-7 C2374 ［82］

⃞4 人形劇は楽しくつくろう㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2400円 12541-6 C2374 ［82］

西洋の教育思想 全20巻

西洋古今の教育学上の主要著作を集大成する。解説・訳註・略年譜・名句抄つき。

⃞1 国家㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿プラトン著／三井浩・金松賢諒訳 品切 00311-0 C3337 ［82］

⃞2 大教授学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.コメニウス著 未刊

⃞3 教育に関する考察 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.ロック著 未刊

⃞4 エミール㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.J.ルソー著／永杉喜輔・宮本文好・押村襄訳 品切 00341-7 C3337 ［82］

⃞5 人間学・教育学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿I.カント著／三井善止訳 品切 00351-6 C3337 ［86］

⃞6 ゲルトルート教育法・シュタンツ便り㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.ペスタロッチー著／前原寿・石橋哲成訳 品切 00361-5 C3337 ［87］

⃞7 隠者の夕暮・白鳥の歌・基礎陶冶の理念㍿㍿㍿J.ペスタロッチー著／東岸克好・米山弘訳 品切 00371-4 C3337 ［89］
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⃞8 詩と真実・教育州・箴言㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.W.v.ゲーテ著／浜田正秀訳 品切 00381-3 C3337 ［84］

⃞9 美的教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿F.シラー著／浜田正秀訳 品切 00391-2 C3337 ［82］

⃞10教育学講義㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿F.シュライエルマッハー著／長井和雄・西村皓訳 品切 00401-8 C3337 ［99］

⃞11一般教育学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.ヘルバルト著 未刊

⃞12ドイツ国民に告ぐ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.G.フィヒテ著／石原達二訳 品切 00421-6 C3337 ［99］

⃞13人の教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿F.フレーベル著 未刊

⃞14教育論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.スペンサー著／島田四郎訳 品切 00441-4 C3337 ［81］

⃞15国民教育論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿L.トルストイ著／昇隆一訳 品切 00451-3 C3337 ［84］

⃞16児童の世紀㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.ケイ著 未刊

⃞17社会的教育学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.ナトルプ著／篠原陽二訳 品切 00471-1 C3337 ［83］

⃞18アルバイツシューレ・陶冶過程の根本公理

㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿G.ケルシェンシュタイナー著／東岸克好・米山弘訳 品切 00481-0 C3337 ［83］

⃞19民主主義と教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.デューイ著／金丸弘幸訳 品切 00491-9 C3337 ［84］

⃞20文化と教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.シュプランガー著／村井実・長井和雄訳 品切 00501-5 C3337 ［83］

日本教育経営学会編 編集委員 岡東壽隆・小島弘道・小松郁夫・佐藤全・中留武昭・堀内孜

シリーズ 教育の経営 全6巻

精鋭120人の執筆陣による日本教育経営学会創立40周年記念出版。20世紀の教育経営学の総括と21世紀の課題と展望を網羅。

教育行政・学校経営・教育経営、高等教育、生涯教育関係者の必備図書。

⃞1 公教育の変容と教育経営システムの再構築 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40233-3 C3037 ［00］

⃞2 自律的学校経営と教育経営㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40234-0 C3037 ［00］

⃞3 大学・高等教育の経営戦略㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40235-7 C3037 ［00］

⃞4 生涯学習社会における教育経営 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40236-4 C3037 ［00］

⃞5 教育経営研究の理論と軌跡㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40237-1 C3037 ［00］

⃞6 諸外国の教育改革と教育経営㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 6400円 40238-8 C3037 ［00］

小原國芳選集 全6巻

創見に充ちた教育指針「全人教育論」を掲げ、国内から世界を教育行脚した小原國芳。

生涯の厖大な著作から11編の主要著作を精選。解題付き。

「『人間とは何か』を問い続けている小原國芳氏の教育論は、国民共有の財産として使わなければならない」（草柳大蔵氏評）

⃞1 教育の根本問題としての宗教 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿解題 松村克己 品切 02012-4 C3337 ［80］

⃞2 教育の根本問題としての哲学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿解題 高山岩男 僅少 02022-3 C3337 ［80］

⃞3 全人教育論・思想問題と教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿土山牧民・平塚益徳解題 3500円 02032-2 C3337 ［80］

⃞4 教育改造論・自由教育論 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿東岸克好・村井実解題 3500円 02042-1 C3337 ［80］

⃞5 道徳教授革新論・学校劇論・理想の学校㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿島田四郎・岡田陽・土山牧民解題 3500円 02052-0 C3337 ［80］

⃞6 母のための教育学・教育立国論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿草柳大蔵・鰺坂二夫解題 3500円 02062-9 C3337 ［80］
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顧問 �村公一・斎藤義一・源了圓・小原芳明／編集委員 大橋良介・花澤秀文・福井一光・藤田正勝・森哲郎

高山岩男著作集 全6巻

西田幾多郎・田辺元門下の最大の体系的哲学者として精力的な活動を展開した高山岩男。

文化・歴史・社会・政治・教育・宗教・世界観など多分野にわたる著作を残し、近代からの転換、

グローバル化と文明の衝突の予見など、独創的にして雄大な世界観を構築した鬼才高山岩男の思索のエッセンスを集成。

各巻に収録著作の解題付き。

⃞1 西田哲学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿16000円 01485-7 C3310 ［07］

⃞2 哲学的人間学 ヘーゲル ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿17000円 01486-4 C3310 ［07］

⃞3 文化類型学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿16500円 01487-1 C3310 ［08］

⃞4 世界史の哲学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿17000円 01488-8 C3310 ［08］

⃞5 理性・精神・実存㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿16000円 01489-5 C3310 ［09］

⃞6 場所的論理と呼応の原理 教育哲学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿17800円 01490-1 C3310 ［09］

編集委員代表 芳賀綏／編集委員 秋永一枝・上野和昭・上参郷祐康・倉島節尚・桜井茂治・南不二男

金田一春彦著作集 全12巻 別巻1

日本語を愛するすべての人へ、金田一国語学の全貌。

⃞1 国語学編 一 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01471-0 C3380 ［03］

⃞2 国語学編 二 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01472-7 C3380 ［04］

⃞3 国語学編 三 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01473-4 C3380 ［04］

⃞4 国語学編 四 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01474-1 C3380 ［04］

⃞5 国語学編 五 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01475-8 C3380 ［05］

⃞6 国語学編 六 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01476-5 C3380 ［05］

⃞7 国語学編 七 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01477-2 C3380 ［05］

⃞8 国語学編 八 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01478-9 C3380 ［05］

⃞9 論文拾遺㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01479-6 C3380 ［05］

⃞10童謡・唱歌編㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01480-2 C3380 ［04］

⃞11随筆編 一㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01481-9 C3380 ［04］

⃞12随筆編 二㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 8500円 01482-6 C3380 ［04］

別巻㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 5000円 01483-3 C3380 ［06］

現代演劇協會編

福田恆存対談・座談集 全7巻

昭和を代表する批評家・劇作家、福田恆存の発言。

130余名を相手に戦後復興から東西冷戦・安保騒動・高度成長・ヴェトナム戦争・緊張緩和という激動の時代を語り尽くす。

⃞1 新しき文学への道 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01621-9 C0395 ［11］

⃞2 現代的状況と知識人㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01622-6 C0395 ［11］

⃞3 楽観的な、あまりに楽観的な㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01623-3 C0395 ［11］

⃞4 世相を斬る㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01624-0 C0395 ［12］

叢書・シリーズ・著作集一覧

099



⃞5 芝居問答㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01625-7 C0395 ［12］

⃞6 劇場を廃墟とする前に㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01626-4 C0395 ［12］

⃞7 現代人の可能性㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 01627-1 C0395 ［12］

山本正男監修

芸術学研究双書 全4巻

芸術が関わる諸問題を、異なるテーマと角度から探究する。

芸術と民族㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 07531-5 C3370 ［84］

芸術学の方法㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 07681-7 C3370 ［85］

芸術と装飾㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 07741-8 C3370 ［86］

芸術と社会㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 07841-5 C3370 ［87］

鳥越文蔵監修 義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃 未翻刻作品集成 全12巻

同時代の歌舞伎はもちろん、以後の文学・芸能・文化に多大な影響を及ぼしてきた浄瑠璃。

その義太夫節浄瑠璃の、現在未翻刻である作品を翻刻活字化し、これまで読めなかった浄瑠璃正本を再現する。

⃞1 出世握虎稚物語 しゅっせやっこおさなものがたり㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01591-5 C1091 ［06］

⃞2 藤原秀郷俵系図 ふじわらのひでさとたわらのけいず㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01592-2 C1091 ［06］

⃞3 工藤左衛門富士日記 くどうさえもんふじにっき ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01593-9 C1091 ［06］

⃞4 伊勢平氏年々鑑 いせへいじねんねんかがみ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01594-6 C1091 ［06］

⃞5 尊氏将軍二代鑑 たかうじしょうぐんにだいかがみ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01595-3 C1091 ［06］

⃞6 清和源氏十五段 せいわげんじじゅうごだん㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01596-0 C1091 ［06］

⃞7 京土産名所井筒 きょうみやげめいしょのいづつ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01597-4 C1091 ［07］

⃞8 信州姨拾山 しんしゅうおばすてやま㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01598-1 C1091 ［07］

⃞9 鬼一法眼三略巻 きいちほうげんさんりゃくのまき ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01599-1 C1091 ［07］

⃞10須磨都源平躑躅 すまのみやこげんぺいつつじ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01600-4 C1091 ［07］

⃞11右大将鎌倉実記 うだいしょうかまくらじっき㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01601-7 C1091 ［07］

⃞12赤沢山伊東伝記 あかざわやまいとうでんき㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 2300円 01602-8 C1091 ［07］

鳥越文蔵監修 義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第二期 全10巻（分売不可）

第一期全12巻に続き、現在未翻刻の義太夫節浄瑠璃10作品を翻刻活字化。

無形文化遺産である人形浄瑠璃文楽の原作を再現する。函入りセット組み。 23000円 01610-3 C1091 ［11］

⃞13河内国姥火 かわちのくにうばがひ

⃞14記録曽我玉笄髷 きろくそがこうがいわげ

⃞15曽我錦几帳 そがにしきのきちょう

⃞16敵討御未刻太鼓 かたきうちおやつのたいこ

⃞17南都十三鐘 なんとじゅうさんがね
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⃞18梅屋渋浮名色揚 うめやしぶうきなのいろあげ

⃞19楠正成軍法実録 くすのきまさしげぐんぽうじつろく

⃞20源家七代集 げんけしちだいしゅう

⃞21和泉国浮名溜池 いずみのくにうきなのためいけ

⃞22鎌倉比事青砥銭 かまくらひじあおとのぜに

鳥越文蔵監修 義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第三期 全10巻（分売不可）

現在未翻刻の義太夫節浄瑠璃作品を翻刻活字化するシリーズ第3弾。

第一期、二期に続き、無形文化遺産である人形浄瑠璃文楽の原作10作を再現する。函入りセット組み。

26000円 01628-8 C1091 ［13］

⃞23尼御台由比浜出 あまみだいゆいがはまいで

⃞24蒲冠者藤戸合戦 かばのかんじゃふじとがっせん

⃞25本朝檀特山 ほんちょうだんどくせん

⃞26車還合戦桜 くるまがえしかっせんざくら

⃞27曽我昔見台 そがむかしけんだい

⃞28元日金歳越 がんじつこがねのとしこし

⃞29万屋助六二代 よろずやすけろくにだいがみこ

⃞30丹州爺打栗 たんしゅうててうちぐり

⃞31傾城枕軍談 けいせいまくらぐんだん

⃞32一谷嫩軍記 いちのたにふたばぐんき

鳥越文蔵監修 義太夫節正本刊行会編

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第四期 全10巻（分売不可）

現在未翻刻の義太夫節浄瑠璃作品を翻刻活字化するシリーズ第4弾。

第三期までに続き、無形文化遺産である人形浄瑠璃文楽の原作10作を再現する。函入りセット組み。

28000円 01651-6 C1091 ［15]

⃞33待賢門夜軍 たいけんもんのよいくさ

⃞34苅萱桑門築紫 かるかやどうしんつくしのいえづと

⃞35今様東二色 いまようあずまにしき

⃞36釜渕双級巴 かまがふちふたつどもえ

⃞37丹生山田青海剣 にぶやまだせいがいつるぎ

⃞38田村麿鈴鹿合戦 たむらまろすずかかっせん

⃞39花衣いろは縁起 はなごろもいろはえんぎ

⃞40百合稚高麗軍記 ゆりわかこうらいぐんき

⃞41石橋山鎧襲 いしばしやまよろいがさね

⃞42いろは日蓮記 いろはにちれんき

叢書・シリーズ・著作集一覧
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科学技術社会論学会編

科学技術社会論研究

科学技術社会論学会の学会誌。年１回発行。毎号特集論文と投稿論文、書評にて構成。

⃞1「科学技術と社会」を考える㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18301-0 C3040 ［02］

⃞2 知の責任㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3600円 18302-7 C3040 ［03］

⃞3 科学技術と社会の共生㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3500円 18303-4 C3040 ［04］

⃞4 社会と技術のネットワークの構成−技術経営論（MOT）の潮流㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
品切 18304-1 C3040 ［06］

⃞5 サイエンス・コミュニケーション㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3600円 18305-8 C3040 ［08］

⃞6 ナノテクノロジー㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3400円 18306-5 C3040 ［08］

⃞7 女性と科学技術㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4200円 18307-2 C3040 ［09］

⃞8 科学技術政策の現在㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3700円 18308-9 C3040 ［11］

⃞9 地球温暖化問題㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3400円 18309-6 C3040 ［11］

⃞10「科学を評価する」を問う㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3300円 18310-2 C3040 ［13］

⃞11科学の不定性と東日本大震災㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3000円 18311-9 C3040 ［15］

⃞12福島原発事故に対する省察 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4600円 18312-6 C3040 ［16］

⃞13イノベーション政策とアカデミズム ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 4100円 18313-3 C3040 ［17］

⃞14研究公正とRRI ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 3700円 18314-0 C3040 ［17］

小学生のための文章レッスン 全3巻

相手に伝えるということだけでなく、自分を知るためにも役立つ、書くということ。

物語を通して、「気持ちを伝える」手紙の書き方、「みんなとつながる」文章の書き方をレッスンします。

なんかヘンだを手紙で伝える㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村中李衣作／藤原ヒロコ絵 1400円 30301-2 C8081 ［12］

ラブレターを書こう㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿灰島かり作／藤原ヒロコ絵 1400円 30302-9 C8081 ［12］

みんなに知らせる㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿宮川健郎作／藤原ヒロコ絵 1400円 30303-6 C8081 ［12］

斉藤洋とキッズ生活探検団 森田みちよ絵

キッズ生活探検 おはなしシリーズ 全5巻

〈お金〉〈趣味〉〈計画〉〈危険と安全〉〈コミュニケーション〉という5つのテーマで、

子どもの生活に刺激を与えることを目指す、生活ガイドのファーストブック。

ぼうけんしようお金のせかい㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1300円 05910-0 C8037 ［10］

とことんやろうすきなこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1300円 05911-7 C8037 ［11］

めざしてみよう計画の名人㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1300円 05912-4 C8037 ［11］

おぼえておこう安全大作戦 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1300円 05913-1 C8037 ［11］

つたえよう言葉と気もち㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1300円 05914-8 C8037 ［11］

102



未来への記憶 全6巻

「物」のもつ本質的な魅力やおもしろさ、文化的・歴史的な存在意義を物語で伝える絵本シリーズ。

ドームがたり㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.ビナード作／スズキコージ画 1600円 05991-9 C8720 ［17］

ようこそロイドホテルへ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿野坂悦子作／牡丹靖佳画 1600円 05992-6 C8722 ［17］

アジアの道案内 全6巻

こどもの視点でアジアのくらしを伝える写真絵本。オールカラーの写真とイラストによるわかりやすいビジュアルで構成する。

トルコ まちの市場で買いものしよう㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿鈴木郁子文・写真 2500円 05997-1 C8339 ［17］

南インド ひよっこダンサー、はじめの一歩㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿井生明文・写真 2500円 05998-8 C8399 ［17］

中国 トントンの西安遊記㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿張武静・みせけい文・写真 2500円 05999-5 C8339 ［17］

松井孝監修

ガーデニングをはじめよう 全2巻

子どもたちの見る、嗅ぐ、味わうなどの感覚を豊かにし、創造力や人間性を育むガーデニングの実際をやさしく紹介しています。

小学校中学年から中学校向き。

⃞1 花と緑のガーデニング ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 05876-9 C8061 ［04］

⃞2 野菜と果樹のガーデニング ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 05877-6 C8061 ［04］

サイモン・バシャー絵

科学キャラクター図鑑 全16巻

科学の主要な概念をキャラクター化。抽象的で理解しづらい科学の世界をキャラクターで楽しく学ぶ。

周期表㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.ディングル文／藤田千枝訳 1600円 05900-1 C8043 ［09］

天文学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／原田佐和子訳 1600円 05901-8 C8044 ［09］

生物学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／新美景子訳 1600円 05902-5 C8045 ［10］

岩石と鉱物㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／坂口美佳子訳 1600円 05903-2 C8044 ［10］

物理学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／藤田千枝訳 1600円 05904-9 C8042 ［10］

数学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／原田佐和子訳 1400円 05905-6 C8041 ［11］

地学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.ギルピン文／坂口美佳子訳 1600円 05906-3 C8044 ［11］

化学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／藤田千枝訳 1600円 05907-0 C8043 ［11］

人体㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／原田佐和子訳 1600円 05908-7 C8045 ［12］

音楽㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／片神貴子訳 1400円 05909-4 C8073 ［12］

代数と幾何㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／小川真理子訳 1600円 05931-2 C8041 ［12］

気象学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／藤田千枝訳 1400円 05932-2 C8044 ［13］

テクノロジー ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／片神貴子訳 1600円 05933-9 C8050 ［13］

叢書・シリーズ・著作集一覧
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恐竜㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／池上理恵訳 1400円 05934-6 C8044 ［13］

海の世界㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.グリーン文／小川真理子訳 1600円 05935-3 C8044 ［13］

周期表 完全版㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿E.ディングル・D.グリーン文／藤田千枝訳 1800円 05936-0 C8043 ［15］

キャスリン・シル文 ジョン・シル絵

自然スケッチ絵本館 全16巻

シンプルでわかりやすい説明と、美しい細密画の見事なコラボレーションによる自然世界への道案内。

甲殻類のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿藤田千枝訳 1700円 05915-5 C8745 ［11］

有袋類のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿新美景子訳 1700円 05916-2 C8745 ［11］

は虫類のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿原田佐和子訳 1700円 05917-9 C8745 ［11］

両生類のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿坂口美佳子訳 1700円 05918-6 C8745 ［11］

ほ乳類のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小金沢頼子訳 1700円 05919-3 C8745 ［11］

軟体動物のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿福田晴代訳 1700円 05920-9 C8745 ［11］

魚のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿増本裕江訳 1700円 05921-6 C8745 ［11］

鳥のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿鈴木有子訳 1700円 05922-3 C8745 ［11］

昆虫のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿増本裕江訳 1700円 05923-0 C8745 ［12］

げっ歯類のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小金沢頼子訳 1700円 05924-7 C8745 ［12］

猛きん類のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿鈴木有子訳 1700円 05925-4 C8745 ［12］

ペンギンのこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿坂口美佳子訳 1700円 05926-1 C8745 ［12］

海のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿新美景子訳 1700円 05927-8 C8044 ［13］

山のこと ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿原田佐和子訳 1700円 05928-5 C8044 ［13］

草原のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿藤田千枝訳 1700円 05929-2 C8044 ［13］

砂漠のこと㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿福田晴代訳 1700円 05930-8 C8044 ［13］

ぐるり科学ずかん 全3巻

イラストといっしょに〈読む〉ずかん。ひとつのテーマに導かれ、科学の〈なぞ・なぜ・ふしぎ〉にぐるっと立体的に迫ります。

変身のなぞ ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿原田佐和子・小川真理子・片神貴子・溝口恵文／富士鷹なすび絵 4200円 05941-4 C8643 ［13］

自転車のなぜ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿大井喜久夫・大井みさほ・鈴木康平文／いたやさとし絵 4200円 05942-1 C8642 ［15］

おなかの不思議 続刊

ポール・ロケット文／藤田千枝訳

びっくりカウントダウン 全6巻

わたしたちのまわりには、たくさんのおもしろい“数”がかくれている。

びっくりするようなゆかいな“数”で世界をみつめなおしてみる絵本。

5000億の銀河と700垓の星をもつ宇宙㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05953-7 C8744 ［15］

3000万種類の昆虫がいる雨林 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05954-4 C8744 ［15］

600以上の筋肉と206個の骨をもつ体㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05955-1 C8745 ［15］
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世界に10000種もある有毒植物㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05956-8 C8745 ［16］

いまを生きる180万種以上の動物㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05957-5 C8745 ［16］

数かぎりない粒があつまった地球㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1900円 05958-2 C8744 ［16］

世界の伝記 科学のパイオニア 全10巻

当時の社会背景や技術がよくわかる写真や図版とともに、科学者の生涯と業績を綴る伝記シリーズ。

スティーブンソンと蒸気機関車㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿C.C.ドーマン作／小川真理子訳 1900円 05961-2 C8323 ［15］

ダーウィンと進化論 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.ストーンハウス作／菊池由美訳 1900円 05962-9 C8923 ［15］

ノーベルと爆薬 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿T.I.ウィリアムズ作／片神貴子訳 1900円 05963-6 C8323 ［15］

エジソンと電灯㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.エリス作／児玉敦子訳 1900円 05964-3 C8323 ［15］

アインシュタインと相対性理論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.J.レイン作／ないとうふみこ訳 1900円 05965-0 C8323 ［15］

ガリレオと新しい学問㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿M.サジェット作／おおつかのりこ訳 1900円 05966-7 C8323 ［16］

ニュートンと万有引力㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿P.M.ラッタンシ作／原田佐和子訳 1900円 05967-4 C8323 ［16］

ファラデーと電磁力 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.バウアーズ作／坂口美佳子訳 1900円 05968-1 C8323 ［16］

メンデルと遺伝 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿W.ジョージ作／新美景子訳 1900円 05969-8 C8323 ［16］

ベンツと自動車 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿D.ナイ作／吉井知代子訳 1900円 05970-4 C8323 ［16］

日本文化キャラクター図鑑 全6巻

“見えるニッポン”で歴史・民族・美意識の理解が深まる！ ゆかいな40キャラが登場！

伝統アート㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿本木洋子文／山田タクヒロ絵 1400円 05947-6 C8070 ［14］

日本語㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村中李衣文／おくやまひでとし絵 1400円 05946-9 C8081 ［14］

決まり・ならわし㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿本木洋子文／いとうみき絵 1400円 05948-3 C8039 ［15］

春夏秋冬㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿村中李衣文／ふるやまなつみ絵 1400円 05950-6 C8039 ［15］

神さま・ほとけさま㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿本木洋子文／柳下ミキ絵 1400円 05949-0 C8039 ［15］

妖怪㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿倉本昭原案／村中李衣文／日本大学芸術学部デザイン学科絵 1400円 05951-3 C8039 ［16］

玉川学園編 編集委員 五味太郎・金平正・北島春信・蓑田正治

日本ことわざ物語 全3巻

子どもたちの日常生活に深くかかわることわざを選び、楽しい絵や物語にしました。

おもしろく読むうちにいろいろなことを学び、ことわざの本当の意味や日本語の美しさに気づいて、国語の力もぐんと伸びます。

国語の副教材、道徳の教材に最適。日本人のすばらしい知恵のかたまりを提供する本。

日本ことわざ物語 1 低学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1200円 05451-8 C8395 ［85］

日本ことわざ物語 2 中学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿ 1200円 05461-7 C8395 ［85］

日本ことわざ物語 3 高学年㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿
僅少 05471-6 C8395 ［85］

叢書・シリーズ・著作集一覧
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玉川学園を知る本

玉川学園の活動の基盤となる建学の精神、教育理念、

創立者・小原國芳の生涯や思想などを理解するための必読書。

全人教育論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳著 1600円 03031-4 C1037 ［94］

教育一路㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳著 品切 02861-8 C1037 ［76］

結婚論㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳著 品切 02743-7 C1037 ［57］

偉人の母㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳編 僅少 02803-8 C0023 ［66］

教育とわが生涯 小原國芳㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿南日本新聞社編 1500円 02872-4 C1023 ［77］

贈る言葉 小原國芳 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉川学園編 品切 02891-5 C1037 ［84］

全人教育の手がかり㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原哲郎編 2000円 02901-1 C3037 ［85］

ISO14001玉川学園環境管理マニュアル ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉川学園編 品切 40262-3 C2034 ［01］

Kuniyoshi Obara’s Theory of Zenjin Education 英日対訳全人教育論

㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳著／D.トレルファ訳／小原芳明監修／全人教育研究所編 品切 40280-7 C1037 ［03］

ICTを活用した大学授業㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原芳明編 僅少 40279-1 C3037 ［02］

小原芳明監修

玉川百科こども博物誌 全12巻

玉川学園創立90周年を記念した、あらたな「児童百科」。小学生を対象に、各巻一人の画家が描く絵で、

それぞれのテーマにふさわしい展開で〈読む〉本のシリーズ。

動物のくらし ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高槻成紀編／浅野文彦絵 4800円 05971-1 C8645 ［16］

ぐるっと地理めぐり㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿寺本潔編／青木寛子絵 4800円 05972-8 C8625 ［16］

数と図形のせかい㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿瀬山士郎編／山田タクヒロ絵 4800円 05973-5 C8641 ［17］

昆虫ワールド㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小野正人編／井上大成絵 4800円 05974-2 C8645 ［17］

音楽のカギ／空想びじゅつかん㍿㍿㍿㍿㍿野本由紀夫・�村益朗編／�村章宏・中武ひでみつ絵 4800円 05975-9 C8670 ［17］

植物とくらす 続刊

日本の知恵をつたえる 続刊

地球と生命のれきし 続刊

ロボット未来の部屋 続刊

頭と体のスポーツ 続刊

空と海と大地 続刊

ことばと心 続刊
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在庫僅少本一覧

教育

教育の根本問題としての哲学 小原國芳選集2 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳著 3500円 02022-3 C3337

歌あそび 春・夏㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高森義文・朝日育也著 1200円 05341-2 C2337

歌あそび 秋・冬㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高森義文・朝日育也著 1200円 05351-1 C2337

さわやかマナー 3・4年 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿押谷由夫・小川信夫・岩崎明編 1500円 05872-1 C8339

善い生き方の教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿佐藤正明著 2800円 07471-4 C1037

ペスタロッチーの人間像㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.ロート著 1800円 09231-2 C3037

親に見えない子どもの世界㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小川信夫著 1800円 09321-0 C1037

情報社会の子どもたち㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小川信夫著 1800円 09471-2 C1037

21世紀の大学像㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿関正夫著 2800円 09591-7 C3037

キャリア教育の理論と実践 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿福地守作著 4200円 10591-3 C3037

玉川中学校劇集1㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽・落合聰三郎編 2200円 12391-7 C2337

玉川中学校劇集2㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽・落合聰三郎編 2200円 12401-3 C2337

朗読劇台本集 ① ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田陽編 2800円 12481-5 C2374

母のための人間学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿頼藤和寛著 2400円 30011-0 C1037

メディアと生涯学習㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿笹井宏益・山本慶裕編著 2700円 30201-5 C0037

キャンパスライフの今㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿武内清編 2100円 30276-3 C3037

教育心理学 玉川大学教職専門シリーズ

㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿作間慎一・大竹信子・鈴木牧夫・高平小百合・小林亮・窪内節子著 1900円 40318-7 C3037

脳と心と教育㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J P バーンズ著／高平小百合・小山義徳訳 3800円 40333-0 C3047

教員採用試験の論作文 増補版㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿沖山吉和編著 1600円 40451-1 C0337

哲学・宗教

メタファーと宗教言語㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.M.ソスキース著／小松加代子訳 3800円 09351-7 C3014

聖書が生んだ名画㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿保坂清著 2400円 09381-4 C1071

武士 行動の美学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小澤富夫著 2400円 09521-4 C1012

精神分析と宗教㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿S.A.リーヴィ著 2400円 09721-8 C3014

アメリカの公共生活と宗教 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿L.ケディ著／渡部正孝訳 4000円 09961-8 C3014

聖なるものの精神分析㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿J.W.ジョーンズ著／渡辺学訳 3700円 09971-7 C3014

聖書のなかの女性たち㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿渋川久子著 2400円 09991-5 C3016

ナチ弾圧下の哲学者 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿W.アスムス著／島田四郎・福井一光訳 2800円 10161-8 C3022

ドイツ精神史㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿H.ノール・O.F.ボルノー著／島田四郎監訳 5600円 11081-8 C3011
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社会・文化

文化とグローバル化 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿A.D.キング編／山中弘・安藤充・保呂篤彦訳 4000円 11481-6 C3036

文明論の現在㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿入江隆則著 2100円 30275-6 C0030

評伝 河合榮治郎㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿松井慎一郎著 2400円 30285-5 C0623

ことば・詩・江戸の絵画 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿兼築清恵・高柳誠・矢部誠一郎著 2200円 30281-7 C1030

デジタル時代の大学と図書館 高等教育シリーズ112 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.L.ホーキンス・P.バッティン編 4800円 40266-1 C3000

津田梅子の社会史㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿髙橋裕子著 2600円 40275-3 C0023

文学・語学

小説のなかに見る異文化㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿B.H.ゲルファント著／西田美緒子訳 4000円 30264-0 C0098

高柳誠 詩の標本箱㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高柳誠著／浅井イゾルデ訳 2200円 30296-1 C0092

日本語の音声表現㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿長野正編 2400円 10641-5 C2081

芸術

世阿弥 花の哲学 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿成川武夫著 1800円 08571-0 C1071

ビレッジサイン㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿西川潔・織田芳人著 4900円 10941-6 C1072

狂言のことだま㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山本東次郎著 2000円 30268-8 C1074

山本東次郎家 狂言の面㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿山本東次郎編著 15000円 40291-3 C0074

進化する美術館 ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿K.シュバート著／松本栄寿・小浜清子訳 3200円 40317-0 C0070

自然科学

生物学を読む㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿松香光夫・吉田邦久編 2400円 09501-6 C1045

生命と自然㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿許田倉園監修 2400円 10381-0 C3045

子どもの本

日本ことわざ物語 3㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉川学園編 1200円 05471-6 C8395
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品切 オンデマンド対応本 （五十音順）

仕様はすべて並製です。注文生産となりますので、受注からお届けまで3∼4週間ほどかかります。

受注後のキャンセルは受け付けません。詳しくは、メールまたは電話にてお問い合わせください。

あ

ISO14001玉川学園環境管理マニュアル ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿玉川学園編

愛すことの発見㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高見澤潤子

愛の重さ㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿高見澤潤子

愛の場所㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿三井浩
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幼児保育制度の発展と保育者養成㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岩﨑次男編著

り

留学生の異文化間心理学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿井上孝代

臨床教育学の生成㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿皇紀夫編

る

ルソーとその時代㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿押村襄・押村高・中村三郎・林幹夫

れ

例話大全集㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿小原國芳

歴史のなかの旅人たち㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿岡田喜秋

歴史の転換を生きて㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿河部利夫

連携する大学㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿㍿日本高等教育学会編
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書名索引 （五十音順）

太字は叢書・シリーズ・著作集

あ

A FRIEND 71

アート・スタンダード検定 58

IR実践ハンドブック 10・90

あいうえおのえほん 72

ISO14001玉川学園環境管理マニュアル 106・109

ICTを活用した大学授業 89・106

愛すことの発見 109

IT時代の産業技術博物館構想 67

愛の重さ 109

愛の哲学 109

愛の場所 109

アインシュタインと相対性理論 80・105

青不動のこころ 45

赤沢山伊東伝記 64・100

アカデミック・ポートフォリオ 10

アクティブラーニング 12・91

アジア・オセアニアの高等教育 14・89

アジアするこころ 109

アジアの道案内 103

アジアの高等教育改革 15・89

アジアの大学 87

遊びの創造共育法 97

遊び場の安全ハンドブック 19・109

頭と体のスポーツ 106

新しい英語教育の展開 22

新しい学校劇 94

新しい学校劇 1 29・94

新しい学校劇 2 29・94

新しい学校劇 3 29・94

新しい学校劇 4 94

新しい学校劇 5 29・94

新しい学校劇 6 30・94

新しき文学への道 99

尼御台由比浜出 101

アメリカ「愛国」報道の軌跡 109

アメリカ看護を学ぶ 109

アメリカ高等教育 試練の時代 88

アメリカ高等教育の大変貌 15・87

アメリカ高等教育の歴史と未来 88

アメリカ社会と高等教育 88

アメリカ大学史 15・89

アメリカ大学の優秀戦略 86

アメリカ田園墓地の研究 109

アメリカの公共生活と宗教 107

アメリカの学生獲得戦略 89・109

アメリカの学生と海外留学 88

アメリカの高等教育 15・90

アメリカの産学連携と学問的誠実性 8・90

アメリカの大学・カレッジ 改訂版 87

アメリカの大学・ニッポンの大学 87

アメリカの小さな大学町 87・109

アメリカのリベラルアーツ・カレッジ 86・109

アメリカを動かした演説 54

アメリカンキッズえいご絵じてん 82

あらすじで読む世界文学 105 109

歩いてゆこう 24

アルバイツシューレ・陶冶過程の根本公理 98

い

生き生き子育て論 109

生きた英語表現法 109

イギリス高等教育と専門職社会 15・88

イギリスの大学改革 1809-1914 89

畏敬 36

石橋山鎧襲 101
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偉人の母 106・109

和泉国浮名溜池 101

遺跡・遺物の語りを探る 50・93

伊勢平氏年々鑑 63・100

一学期の放送台本 94

123のえほん 72

一谷嫩軍記 101

行ってみたい遠くの小さな美術館 51

一般教育学 98

イネの歴史を探る 50・93

井上洋介絵本画集 1931-2016 5

井上洋介獨画集 1931-2016 5

イノベーション政策とアカデミズム 5・102

異文化間教育研究入門 109

異文化摂取と教育改革 109

いま、ペスタロッチーを読む 109

いま、国語にできること 23

今様東二色 101

いまを生きる180万種以上の動物 75・105

癒しと救い 45

イラスト案内 社会のしくみ図鑑 82

いろは日蓮記 101

色面の遊びと造形 34・97

隠者の夕暮・白鳥の歌・基礎陶冶の理念 97

隕石の科学 109

インターンシップ実践ガイド 3

インターンシップ入門 11

う

うしろ姿のイエス 109

歌あそび 秋・冬 24・96・107

歌あそび 春・夏 24・96・107

右大将鎌倉実記 64・100

うたおう 楽しい歌 25

内村鑑三をめぐる作家たち 109

宇宙観のルネサンス 109

海のこと 74・104

海の世界 79・104

海の底深くを探る 50・93

海を渡ったサムライの娘 杉本鉞子 37

梅屋渋浮名色揚 101

梅若万三郎家 能面手鑑 62

え

映画になった児童文学 85

英国の演技術 61

英語劇指導マニュアル 95

英語ディベート 理論と実践 55

えいごのうた 82

英語の言語感覚 109

英語はアジアを結ぶ 55

英日対訳 全人教育論 109

ABCのえほん 72

エジソンと電灯 80・105

エッフェル塔物語 67

絵で語る人形劇セミナー 97

絵解き図鑑 こんなふうに作られる！ 76

江戸の化学 110

FDガイドブック 90

絵本の絵を読む 85

絵本の力学 84

絵本を深く読む 6

エミール 97

演劇入門 110

演劇入門ブック 62

演劇のすすめ 110

円柱の遊びと造形 33・97

お

老いと死 110

大きな遊具の運動あそび 96

オーストラリアとニュージーランドの英語 110

おくりもの 71

贈る言葉 106・110

お米とともに 110

幼き日 110

おそらにはてはあるの？ 71

お誕生会のお菓子12か月 32

おなかの不思議 104

鬼の来た道 110

小原國芳選集 98

小原國芳全集①教育の根本問題としての宗教 110
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小原國芳全集②教育改造論・自由教育論 110

小原國芳全集③ペスタロッチを慕いて・教師道 110

小原國芳全集④教育の根本問題としての哲学 110

小原國芳全集⑤母のための教育学 110

小原國芳全集⑥世界教育行脚 110

小原國芳全集⑦道徳教授革新論 110

小原國芳全集⑧理想の学校・教育立国論・道徳教育

論 110

小原國芳全集⑨思想問題と教育・学校劇論 110

小原國芳全集⑩婦人問題と教育・結婚論・日本女性

の理想 110

小原國芳全集⑪秋吉台の聖者本間先生・玉川塾の

教育 110

小原國芳全集⑫道徳教授の実際（1） 110

小原國芳全集⑬道徳教授の実際（2） 110

小原國芳全集⑭塾生に告ぐ 110

小原國芳全集⑮教育論文・教育随想（1） 110

小原國芳全集⑯教育論文・教育随想（2） 110

小原國芳全集⑰教育論文・教育随想（3） 110

小原國芳全集⑱教育論文・教育随想（4） 110

小原國芳全集⑲教育論文・教育随想（5） 110

小原國芳全集⑳教育論文・教育随想（6） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（1） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（2） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（3） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（4） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（5） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（6） 110

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（7） 110

小原國芳全集	夢みる人（1） 110

小原國芳全集
夢みる人（2） 110

小原國芳全集�小原教育論 110

小原國芳全集�人間小原論 111

小原國芳全集�全人教育論・宗教教育論・師道

111

小原國芳全集�カンジンスキーの芸術論 111

小原國芳全集�教育論文・教育随想（7） 111

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（8） 111

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（9） 111

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（10） 111

小原國芳全集	教育講演行脚・身辺雑記（11） 111

小原國芳全集
日本新教育秘史（1） 111

小原國芳全集�日本新教育秘史（2） 111

小原國芳全集�教育論文・教育随想（8） 111

小原國芳全集教育講演行脚・身辺雑記（12） 111

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（13） 111

小原國芳全集�教育論文・教育随想（9） 111

小原國芳全集�教育講演行脚・身辺雑記（14） 111

小原國芳全集�身辺雑記(15)・教育随想(10) 111

おぼえておこう 安全大作戦 76・102

おもしろい授業のプラン 22

おもちゃから童具へ 111

童具デザイナーのスペイン 60

親に見えない子どもの世界 20・107

オリバー・ツイスト 二都物語 61

音楽 78・103

音楽学習のフロンティア 111

音楽のカギ／空想びじゅつかん 7・106

音楽の基礎知識 23

音楽の生涯学習 40

女になった海賊と大人にならない子どもたち 84

か

ガーデニングをはじめよう 103

ガーデニングをはじめよう 1 69

ガーデニングをはじめよう 2 69

絵画あそび 96

海外・帰国子女教育の再構築 111

外国学ことはじめ 111

開国の精神 111

海洋アジアと日本の将来 111

外来思想と日本人 111

化学 78・103

科学革命と大学 87

科学技術社会論研究 102

科学技術社会と大学 88

科学技術政策の現在 68・102

科学技術と社会の共生 67・102

「科学技術と社会」を考える 102・111

科学技術倫理学の展開 66

科学キャラクター図鑑 103

科学計量学の挑戦 66

書名索引
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科学・千夜一夜 66

科学の不定性と東日本大震災 68・102

「科学を評価する」を問う 68・102

学士学位プログラム 17・91

学習経験をつくる大学授業法 13・90

学習社会の大学 87・111

学習評価 91

学生参加型の大学授業 88

学生の学びを測る 11・90

学生の理解を重視する大学授業 13・89

学長 大学改革への挑戦 14・88

学問業績の評価 111

学歴産業 86

数かぎりない粒があつまった地球 75・105

数と図形のせかい 7・106

かずをかぞえる 71

敵討御未刻太鼓 100

学級経営読本 21・92

学校教育制度概論 21・92

学校教育制度概論【第二版】 4・92

学校経営の改革戦略 111

学校劇選集 95

学校劇選集①低学年 95・111

学校劇選集②中学年 95・111

学校劇選集③高学年 95・111

学校制度と社会 92

学校制度と社会〔第二版〕 92

学校と大学のパートナーシップ 87

学校の制度と機能 39・93

学校評価システムの展開に関する実証的研究 19

学校を考える 39・93

合唱アルバムⅡ 25

勝てるホスピタリティの実践 47

蒲冠者藤戸合戦 101

歌舞伎をみる人のために 63・111

釜渕双級巴 101

鎌倉薪能 111

鎌倉比事青砥銭 101

神さま・ほとけさま 81・105

カリキュラムと目的 21

カリキュラム論争 87

ガリレオと新しい学問 80・105

苅萱桑門築紫 101

河内国姥火 100

変わるニッポンの大学 13・88

考える力を高める体験学習 22

環境の指導法 33・96

観光経営入門 111

観光ビジネスの戦略 48

元日金歳越 101

かんじのえほん 72

岩石と鉱物 78・103

き

鬼一法眼三略巻 64・100

キーワードで学ぶ 知の連環 111

企業再建に生かすリーダーシップ 47

企業のトップが語るビジネスリーダーシップ 48

技術史教育論 111

技術と創造力 111

気象学 79・103

季節の民俗誌 49

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 65

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 100

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第二期 100

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第三期 101

義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 第四期 101

キッズ生活探検 おはなしシリーズ 102

亀堂閑話 62

きぼうのうた 25

決まり・ならわし 81・105

キャリア教育の理論と実践 107

キャンパスは変わる 87・111

キャンパスライフの今 11・89・107

旧制専門学校論 87・112

旧約聖書ものがたり 82

教育愛と教師の権威 112

教育一路 106・112

教育改造論・自由教育論 39・98

教育学研究の軌跡 112

教育学講義 98・112

教育課程編成論 20・92
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教育課程編成論〔第二版〕 92

教育行政と学校・教師 19

教育行政と学校・教師〔第三版〕 92

教育経営研究の理論と軌跡 38・98

教育原理 36・92

教育交流論序説 87・112

教育社会学 39・92

教育者のロゴス 112

教育者への書簡 112

教育心理学 92・107・112

教育する学校 112

教育する勇気 112

教育政策入門 93

教育相談の理論と方法 中学校・高校編 20・92

教育相談の理論と方法 小学校編 20・92

教育的価値論の研究 112

教育哲学 112

教育と近代化 112

教育とは何か 112

教育とわが生涯 小原國芳 37・106

教育と笑いの復権 112

教育に関する考察 97

教育の原理 92

教育の根本問題としての宗教 98

教育の根本問題としての哲学 98・107

教育の挑戦 35

教育の比較文化誌 112

教育の方法と技術 92・112

教育の本質 35

教育の本道 35

教育の名著80選解題 35

教育目的の比較文化的考察 112

教育目標・教育手段・教育成果 37

教育論 98・112

教育を考える 112

教員採用試験の論作文 20・107

教科指導法シリーズ 92

きょうから私も英語の先生！ 23

教科力シリーズ 93

狂言のことだま 63・108

狂言のすすめ 63

教材作りのためのFLASH 20 Lessons 21

教師教育の課題 112

教師のための音楽の基礎 23

教授工学入門 112

教職概論 21・92

教師論 92・112

京都集書院 112

今日の都市明日の都市 112

京土産名所井筒 64・100

教養教育の系譜 88

教養としての健康・スポーツ 4

恐竜 79・104

キラキラ子どもブックガイド 84

キラキラ読書クラブ 改訂新版 85

記録曽我玉笄髷 100

近世教育史料の研究 112

金田一春彦著作集 99

金田一春彦著作集 第一巻 55

金田一春彦著作集 第二巻 55

金田一春彦著作集 第三巻 55

金田一春彦著作集 第四巻 55

金田一春彦著作集 第五巻 56

金田一春彦著作集 第六巻 56

金田一春彦著作集 第七巻 56

金田一春彦著作集 第八巻 56

金田一春彦著作集 第九巻 56

金田一春彦著作集 第十巻 56

金田一春彦著作集 第十一巻 56

金田一春彦著作集 第十二巻 56

金田一春彦著作集 別巻 57・99

近代日本高等教育研究 86・112

近代日本の大学教授職 15・89

近未来の大学像 87・112

く

楠正成軍法実録 101

工藤左衛門富士日記 63・100

Kuniyoshi Obara’s Theory of Zenjin Education

英日対訳全人教育論 106

組上燈籠 上野公園動物園組上ケ 59

組上燈籠 祇園祭礼信仰記金閣寺の場 60
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暮らしの伝承知を探る 50・93

ぐるり科学ずかん 104

暮らしのリ・デザイン 112

ぐるっと地理めぐり 83・106

車還合戦桜 101

け

経営学部の基礎知識 112

経営戦略の原点 48

けいこと日本人 112

芸術学研究双書 100

芸術学の方法 100

芸術社会学 58

芸術と社会 100・112

芸術と装飾 100・112

芸術と民族 100・112

芸術の森の中で 112

芸術論 112

傾城枕軍談 101

劇あそび 32・96

劇場を廃墟とする前に 100

激動の国際社会と経済 113

げっ歯類のこと 73・104

結婚論 106・113

ケルシェンシュタイナー教育学の特質と意義 113

ゲルトルート教育法・シュタンツ便り 97

研究公正とRRI 5・102

研究指導 91

源家七代集 101

健康教育序説 38

健康の指導法 33・96

現代アメリカ大学生群像 11・88

現代アメリカの大学 87・113

現代宗教の反近代性 45

現代人の可能性 100

現代新聞紙学 113

現代大学の変革と政策 88・113

現代中国高等教育の成立 87・113

現代的状況と知識人 99

現代日本の専門学校 87・113

現代の大学・高等教育 88・113

現代の大学院教育 87・113

こ

工学教育論 113

甲殻類のこと 72・104

講義法 3・91

公教育の変容と教育経営システムの再構築 38・98

交響曲第九番 合唱 61

公共のための科学技術 113

合金 113

高校と大学の接続 89・113

工作あそび 96

高大接続の現在 91・113

高等教育の経済分析と政策 87・113

高等教育改革 その後の10年 17・91

高等教育 改革の10年 17・91

高等教育研究 91

高等教育研究におけるIR 18・91

高等教育研究の10年 91・113

高等教育研究の制度化と課題 17・91

高等教育研究の地平 91・113

高等教育研究のニューフロンティア 3・91

高等教育財政 17・91

高等教育市場の国際化 89・113

高等教育シリーズ 86

高等教育とIT 89・113

高等教育と政策評価 88・113

高等教育の社会学 8・90

高等教育の政策過程 9・90

高等教育の日本的構造 86・113

高等教育の比較的考察 86・113

高等教育の変貌と財政 8・88

高度成長期クロニクル 49

高度情報社会の大学 88

高山岩男著作集 第一巻 43

高山岩男著作集 第二巻 43

高山岩男著作集 第三巻 43

高山岩男著作集 第四巻 43

高山岩男著作集 第五巻 43

高山岩男著作集 第六巻 44

氷の大陸 南極 113
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国語学編 一 99

国語学編 二 99

国語学編 三 99

国語学編 四 99

国語学編 五 99

国語学編 六 99

国語学編 七 99

国語学編 八 99

國語問題論争史 54

国際化時代の教育 113

「国際化」とは何か 47・113

国際漁業紛争と法 113

国際経済と経営 113

国際社会と日本 113

国際社会の動向と日本 47

国際文化学と英語教育 113

国民教育論 98・113

こころの教育 113

5000億の銀河と700垓の星をもつ宇宙 74・104

国家 97・113

ことば・詩・江戸の絵画 108

ことばあそび 96

ことばと心 106

言葉のあり方を探る（仮題） 94

言葉の指導法 33・96

ことばを調べる 54

子どもという思想 113

子どもと創る演劇 29

子どもの教育 113

子どもの事故と安全教育 113

子どもの表現活動 114

子どもの本と〈食〉 84

子どもの目が輝くとき 32

子どもは美をどう経験するか 36

子どもはみんなアーティスト 33・97

コメニウスとその時代 114

昆虫のこと 73・104

昆虫の生物学 66

昆虫ワールド 7・106

こんなふうに遊んでた！ 32・97

さ

サイエンス・コミュニケーション 67・102

在外子弟教育の研究 114

魚のこと 73・104

砂漠のこと 74・104

さわやかマナー 96

さわやかマナー 1・2年 30・96

さわやかマナー 3・4年 30・96・107

さわやかマナー 5・6年 31・96

参加して学ぶボランティア 41

三学期の放送台本 94

3000万種類の昆虫がいる雨林 74・104

し

私学高等教育の潮流 14・89

シカゴ大学教授法ハンドブック 12・89

詩画論Ⅰ 114

詩画論Ⅱ 114

私語研究序説 87・114

私語への教育指導 89・114

思索と生涯を語る O・F・ボルノー 36

思春期の教育 114

司書と先生がつくる学校図書館 22

辞書をつくる 114

自然景観の成り立ちを探る 50・93

自然スケッチ絵本館 104

自然との共生をめざす環境学習 22

自然のなかのあそび 96

視聴覚メディアと教育 21・92

自転車のなぜ 79・104

児童の世紀 98

児童のための体育 114

児童文学の教科書 84

児童文学の散歩道 114

指導法 特別活動 27・93

詩と音楽美の原質 114

詩と真実・教育州・箴言 98

死の比較宗教学 45

詩の朗読指導 114

芝居問答 100

社会科学における比較の方法 49
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社会的教育学 98

社会と技術のネットワークの構成 -技術経営論

（MOT）の潮流 102

社会と技術のネットワークの構成 114

社会を創る市民大学 40

写真に生きる 114

住 日本人のくらし 115

周期表 103

周期表 完全版 79・104

宗教多元主義への道 46

就職のための英語面接 114

授業改善 91

授業設計 12・91

授業のデザイン 21・92

授業の方法と技術 92・114

授業評価活用ハンドブック 89・114

10歳からのデジタル・シチズンシップ 77

出世握虎稚物語 63・100

シュプランガーの陶冶理想論 114

シュプランガーと現代の教育 114

シュプレヒコール脚本集 30

シュライアーマッハーの哲学 42

春夏秋冬 81・105

生涯学習時代の短期高等教育 86・114

生涯学習社会における教育経営 38・98

生涯学習社会の展開 40

生涯学習と通信教育 114

生涯学習のイノベーション 41

生涯学習の社会学 40

小学漢字らくらくマスター 95

小学漢字らくらくマスター 1年生 28・95

小学漢字らくらくマスター 2年生 28・95

小学漢字らくらくマスター 3年生 28・95

小学漢字らくらくマスター 4年生 28・95

小学漢字らくらくマスター 5年生 28・95

小学漢字らくらくマスター 6年生 28・95

小学生のための文章レッスン 102

「小学校英語」指導法ハンドブック 23

小学校音楽 26・93

小学校家庭 26・93

小学校国語 25・93

小学校算数 26・93

小学校指導法 音楽 28・93

小学校指導法 家庭 27・93

小学校指導法 国語 26・92

小学校指導法 算数 27・92

小学校指導法 社会 27・92

小学校指導法 図画工作 27・93

小学校指導法 生活 27・93

小学校指導法 体育 27・93

小学校指導法 理科 27・93

小学校社会 26・93

小学校生活 26・93

小学校体育 26・93

小学校理科 26・93

商業化する大学 15・89

少子家族 子どもたちは今 114

常勝企業の経営戦略 47

小説 教育者1（坂本龍之輔） 114

小説 教育者2（村落校長記） 114

小説 教育者3（荊の門） 114

小説 教育者4（どぶどろの子ら） 114

小説のなかに見る異文化 108

小説をどう読むか 114

情報社会の子どもたち 107

昭和の肖像 59

賞をとった子どもの本 84

諸外国の教育改革と教育経営 38・98

初学者のための半導体 114

食の文化を探る 94

植物とくらす 106

書剣もて風塵に老ゆ わたしの歩んだ道 114

女性と科学技術 68・102

書のすすめ 59

書物との出会い 114

シリーズ 教育の経営 98

シリーズ 大学の教授法 91

自律的学校経営と教育経営 38・98

シルクロードを駆ける 114

詩論のための試論 52

新 生と性の教育学 19・114

進化する美術館 108
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新教科「道徳」の理論と実践 4・92

信州姨拾山 64・100

新制大学の誕生 87・115

新説 教育社会学 36・92

新説 教育の原理 36・92

人体 78・103

人道の戦士 山室軍平 114

新版 学生消費者の時代 87・114

新版 戦後大学政策の展開 88・115

新版 玉川学校劇集 全8巻 114

人文科学に何が起きたか 88

心をきたえる道徳教室 高学年 113

心をきたえる道徳教室 中学年 113

心をきたえる道徳教室 低学年 113

す

随筆編一 99

随筆編二 99

数学 78・103

数学風まかせ 115

スタッフ・ディベロップメント 91・115

スティーブンソンと蒸気機関車 80・105

須磨都源平躑躅 64・100

スミソニアンは何を展示してきたか 51

せ

世阿弥 花の哲学 62・108

生活と園芸 69

星座の文化史 115

政治と経済を読む 115

聖書が生んだ名画 58・107

聖書のなかの女性たち 107

聖書を読む 46

精神医学と哲学の出会い 70

精神科学的教育学の研究 115

精神分析と宗教 107

成長するティップス先生 12・88

聖なるものの精神分析 45・107

生物学 78・103

生物学を読む 66・108

生物誌からのエコロジー 115

生命と自然 108・115

生命のなぞを探る（仮題） 94

生命倫理とエコロジー 115

西洋教育史 92・115

西洋教育思想史 115

西洋教育通史 115

西洋の教育思想 97

清和源氏十五段 64・100

世界遺産巡礼の道をゆく 59

世界史の哲学 99

世界に10000種もある有毒植物 74・105

世界の伝記 科学のパイオニア 105

世界のなかの日本 115

世相を斬る 99

せりふと動き 115

戦間期日本の高等教育 88・115

戦後大学改革 88・115

戦後大学政策の展開 87

戦後日本の高等教育改革政策 89・115

全人教育の手がかり 35・106

全人教育論 37・106

全人教育論・思想問題と教育 39・98

先生、英語のお話を聞かせて！ 23

先生のこころ 115

専門職としての教師教育者 4

専門職の報酬と職域 16・90

専門職養成の日本的構造 15・89

そ

早教育と天才 20

草原のこと 74・104

増補改訂版 ペスタロッチー・フレーベル事典 115

増補版 経営学部の基礎知識 115

曽我錦几帳 100

曽我昔見台 101

ソクラテスの思想と教育 115

空と海と大地 106

存在のふしぎを探る（仮題） 94

た

ダーウィンと進化論 80・105
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大学・高等教育の経営戦略 9・98

大学院教育の国際比較 89

大学改革 日本とアメリカ 88

大学改革の海図 89

大学改革の現場へ 88

大学改革の社会学 14・89

大学改革のゆくえ 14・88

大学開発の担い手 88

大学から社会へ 16・90

大学カリキュラムの再編成 87・115

大学教育改革のダイナミックス 86

大学教育研究の課題 87

大学教育再生とは何か 8・90

大学教育とは何か 86・115

大学教育の国際化 増補版 86・115

大学教育の再構築 14・90

大学教育のマネジメントと革新 17・91

大学教育の目的 86

大学教育を変える教育業績記録 10

大学教員「教育評価」ハンドブック 10・89

大学教員準備講座 13・89

大学教員のための授業方法とデザイン 13・89

大学教員のためのルーブリック評価入門 11・90

大学教師の自己改善 12・88

大学教授職の国際比較 87・115

大学教授職の使命 87

大学教授のためのティーチングガイド 86

大学教授法入門 86

大学教授法の実際 86

大学経営と社会環境 87

大学経営とリーダーシップ 86

大学校の研究 87・115

大学国際化の研究 88・115

大学個性化の戦略 9・88

大学再生への挑戦 88

大学授業の研究 86・116

大学授業の心得 12・88

大学授業の生態誌 88・116

大学授業のフィールドワーク 88

大学授業を活性化する方法 12・89

大学生 16・90

大学生活ナビ 10

大学政策 改革への軌跡 89・115

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の

方法 10

大学生論 91・115

大学大衆化の構造 87

大学・知識・市場 91・115

大学で勉強する方法 13・87

大学と学問 16・90

大学と国家 16・90

大学とマネー 17・90

大学における「学びの場」づくり 11・90

大学IRスタンダード指標集 3・90

大学のIR Q＆A 10・90

大学のアメリカ・モデル 87・115

大学の運営と展望 39・93

大学の英語教育を変える 116

大学のFD Q&A 9・90

大学の学生指導 86

大学のカリキュラム 86・116

大学のカリキュラム改革 89・116

大学のカリキュラムと学際化 86・116

大学の教員免許業務 Q＆A 9・90

大学の教授・学習法 86

大学の教務 Q＆A 9・90

大学の講義法 86

大学の国際文化学 86・116

大学の使命 87

大学の制度と機能 39・93

大学の組織・経営再考 91・116

大学のティーチング 86

大学の変革-内と外 87・116

大学の学び 16・90

大学のマネジメント 16・90

大学の理念 87

大学はどこから来たか、どこへ行くのか 87・116

大学評価 87・116

大学評価ハンドブック 89

大学への進学 16・90

大学論 14・89

大学を語る 13・88
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大教授学 97

待賢門夜軍 101

代数と幾何 79・103

尊氏将軍二代鑑 64・100

髙津紘一 能面を打つ 62

高柳誠 詩の標本箱 108・116

高山岩男著作集 99

他者のロゴスとパトス 43

たたら 116

たのしい歌 25

楽しい行事12カ月 96

楽しく覚える漢字の本 一年生 116

旅に学ぶ 116

旅の発見 116

多文化教育の国際比較 35

玉川学園を知る本 106

玉川学園高等部全人教育の実践 116

玉川大学教職専門シリーズ 92

玉川中学校劇集 94

玉川中学校劇集① 29・94・107

玉川中学校劇集② 29・94・107

玉川中学校劇集③ 29・94

玉川の仲間たち 116

玉川百科こども博物誌 106

田村麿鈴鹿合戦 101

誰でも何でも学べる大学 88

短歌実作指導教室 52

短歌添削教室 52

探求の共同体 42

丹州爺打栗 101

ち

地域社会に貢献する大学 89・116

小さな遊具の運動あそび 96

地学 78・103

地球温暖化問題 68・102

地球と生命のれきし 106

地中海 神と人の世界 116

地中海の中のスペイン 116

知と愛といのちを育む心育て 116

知の喚起力 116

知の責任 67・102

中学生からの対話する哲学教室 42

中国 トントンの西安遊記 6・103

中国の童話 82

中国の栄光と悲惨 116

チュートリアルで学ぶ新しい「小学校英語」の教え方

23

“鳥人”ジョン・グールドの世界 66

つ

創 日本人のくらし 116

津田梅子の社会史 37・108

つたえよう言葉と気もち 77・102

つたえよう手のぬくもりを 25

積木遊び 34・97

積木遊びと造形 34・97

釣りの魚 116

て

手 大脳をきたえる 116

手あそび指あそび 24

TA実践ガイドブック 11・89

ディベートで学ぶ国際関係 47

テクノロジー 79・103

デジタル時代の大学と図書館 89・108

哲学的人間学 ヘーゲル 99

哲学的人間学 116

哲学入門 42

哲学の立場 42

哲学の森 42

デューイとその時代 116

転換期の教育改革 36

転換する大学政策 87・116

点線面の遊びと造形 34・97

伝統アート 81・105

天文学 77・103

と

ドイツ国民に告ぐ 98・116

ドイツ精神史 107

ドイツの高等教育システム 88
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道徳教育の研究 92・117

道徳教育の本質と実践原理 24・92

道徳教授革新論・学校劇論・理想の学校 39・98

道徳の指導法 24・92・117

道徳の指導法〔第二版〕 92

動物園学ことはじめ 117

動物の生きる条件 117

動物のくらし 83・106

動物はなぜ動物になったか 116

どうぶつフムフムずかん 77

東方の英知 116

童謡・唱歌編 99

トークトゥトーク育つ喜び育てる楽しさ 32

ドームがたり 5・103

特別支援教育は「特別」なの？ 19

とことんやろうすきなこと 76・102

都市型大学 88

トミー植松の成功する英語面接 54

トム・ソーヤーからのおくりもの 97

子どもが育つ野外遊び 32・97

ともだち 71

ともだちのうた 25

ドラマと全人教育 117

ドラマによる表現教育 28

鳥のこと 73・104

トルコ まちの市場で買いものしよう 6・103

な

ナショナリズムの世俗性と宗教性 45

鉈彫 荒彫 藤森武写真集 59

ナチ弾圧下の哲学者 107

ナノテクノロジー 67・102

なんかヘンだを手紙で伝える 77・102
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高山岩男 43・44・98・112・116・117

コーンハウザー, A.W. 13・87

小金沢頼子 73・104

後閑暢夫 66

小坂国継 43

小島佐恵子 9

小島勝 114・117

児玉敦子 80

こだまともこ 84

古藤泰弘 112

後藤芳文 21

小中大地 72・84

木幡瑞枝 114

小浜清子 51・59・66・67・108

小林信一 117

小林傳司 113

小林達雄 50・93

小林亮 107・112

小林美代子 23

小林幸夫 47

小原二郎 119
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小町谷朝生 118

小松加代子 54・107

五味太郎 71・82

小宮路敏 24・25

小室広佐子 47

コメニウス, J. 97

小山義徳 107

コルトハーヘン, F. A. J. 4

近藤洋子 19

さ

サイツ, F. 67

齋藤聖子 11

齋藤歖能 19・96・109・113

齋藤康一 59

齋藤雄致 59

斉藤洋 76・77

齋藤芳子 13

佐賀啓男 113

坂上雅道 70

坂口美佳子 72・73・78・80・104

坂越正樹 37・39

坂野慎二 4・21・92

坂本辰朗 14

作間慎一 92・107・112

佐久間裕之 21・36・92

笹井宏益 40・41・107

笹川隆司 58

佐治晴夫 52・71

サジェット, M. 80・105

サスキー, L. 11・90

定松正 84

佐藤和男 96

佐藤久美子 23

佐藤郡衛 111

佐藤隆之 21

佐藤禎一 118

佐藤浩章 3・9・11・13・89・90・91

佐藤浩代 33

佐藤正明 107・117

佐藤洋一郎 50・93

佐野正之 30・95

サンダーソン, M. 89

し

汐見稔幸 32

シスルウッド, D. 58

柴田裕之 54

渋川久子 107

島一則 17

島誠 109・119

島川聖一郎 36・61

島田四郎 39・92・98・107・112・117・118

島田博司 11・88・89・90・114・116・119

島田雄次郎 86

清水畏三 87・115

清水譲治 77

清水達雄 115

清水俊夫 32・34

シュバート, K. 108

寿福隆人 37

シュプランガー, E. 98

シュライエルマッハー, F. 98・112

荘司雅子 118

ジョージ, W. 81・105

ジョーンズ, J.W. 45・107

ジョンソン, D.W. 88

シラー, F. 98・118

白石克己 114・117

調麻佐志 66

白山義久 50・93

シル, C. 72・73・74

シル, J. 72・73・74

シロトニック, K.A. 87

城間祥子 9

進藤弥奈 116

新堀通也 39・87・92・111・114・116

す

菅原由美子 82

杉浦正好 23

杉江修治 12・89
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杉谷祐美子 9・16

スコット, C. 84

鈴木郁子 6・103

鈴木康平 79

鈴木健 55

鈴木範久 109

鈴木牧夫 107・112

鈴木有子 73・104

鈴木由美子 32

スズキコージ 5

スチュワート, D.W. 86

スティーブンス, D. 11・90

ストーンハウス, B. 80・105

スペンサー, H. 98・112

スマッツ, J.C. 43

住田一夢 85

皇至道 112・115

皇紀夫 36・117・120

スメルサー, N.J. 49

スレイヴィン, B. 76

せ

セイモア, D.T. 9・88

ゼーゲルミューラー, G.W. 54

セール, R. 84

関正夫 86・87・107・113・117

関口準 109

関田一彦 12

関山邦宏 37

瀬名波栄潤 11

瀬山士郎 7・106

セルディン, P. 10

そ

添田知道 114

ソスキース, J.M. 54・107

ゾルガー, K.W.F. 118

ソルティス, J.F. 21

ソロモン, R. 88

た

大学教授法研究部 86

大学評価・学位授与機構 10

大学評価・学位授与機構IR研究会 10

タイヒラー, U. 89

田浦武雄 116

高久清吉 118

高島二郎 26・93

高田文子 19

髙津紘一 62

高槻成紀 83・106

高萩保治 40・111

高橋一郎 49

高橋邦年 22

高橋貞雄 22・36

高橋史朗 43

高橋文博 43

高橋美智 28

高橋靖直 10・12・15・19・92

髙橋裕子 37・108

高平小百合 69・107・112

高見澤潤子 109

高森義文 23・24・25・96・107

高柳誠 52・108・116・117

瀧田浩 49

武内清 11・89・107

武田信子 4

太宰久夫 29・62

田澤里喜 33・96

田島祐規子 22

田代葆 109

多田建次 109・112・117

多田廣子 109

舘昭 9・87・88・116

立川武蔵 45

立田慶裕 41

田中久文 43

田中雅文 40

田中惠 59

谷川俊太郎 71

谷川道子 61
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谷口茂 111

谷本智希 23

玉井克哉 8・89

玉川寛治 117

玉川学園 25・61・82・106・108・109・113・116・119

玉川学園高等部 116

玉川学園小学部 22・30

玉川学園女子短期大学 24

玉川学園幼稚部 96

玉川大学 10・61

玉川大学環境エデュケーター委員会 116

玉川大学教育学部健康教育研究センター 4

玉川大学教育学科 35

玉川大学経営学部 48・111

玉川大学芸術学部 58

玉川大学リベラルアーツ学部 111

俵木浩太郎 115

丹治めぐみ 11

ち

陳玉玲 4

近田政博 13・89

力石寛夫 47

茅野敏英 22

千葉佑 25・61

張武静 6・103

つ

塚原修一 87・89・113・117

�村益朗 7

津城寛文 117

土田貞夫 114

土持ゲーリー法一 13・87・89・115

土屋道雄 54

土屋陽介 42

土山牧民 39・98・117

て

出相泰裕 116

ディー・フィンク, L. 13・90

ディケンズ, C. 61

ディングル, A. 103

ディングル, E. 79・104

デッサンツ, B. 12

デューイ, J. 98・119

デュボス, J.B. 114

寺本潔 26・27・83・92・93・106

デンヘリンク, J. 4

と

土井章史 5

土居克行 23

ドゥーナン, J. 85

ドーマン, C.C. 80・105

時里二郎 117

所伸之 113

戸澤義夫 58

利光功 58

戸田山和久 12

殿岡昭郎 113

トミー植松 54・55・109・114・119

富澤宏之 66

トム, P. 42

豊田淑恵 19

虎竹正之 118

鳥居朋子 10

鳥越文蔵 63・64・65

トルストイ, L. 98・113

トロウ, M. 88

な

ナイ, D. 81・105

ないとうふみこ 80

那珂太郎 117

中井俊樹 9・10・12・13・90・91

永井道雄 87・116

長井和雄 112

永井三千昭 96・120

長尾十三二 112

中岡成文 43

中川志郎 117

中島英博 12・91
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中嶋恒雄 40

中島直忠 88・117

永島啓一 109

長嶋亨 25

中留武昭 19・111

中西通 62

中野洋恵 40

長野正 54・92・108・112・114・117

長浜晴子 109

中林良雄 109

中村香 40・41

中村三郎 120

中村高康 16

中村元 116

中森晶三 62・111・112・117

中森善治 117

中山昭彦 58

中山剛史 70

夏目達也 13・89

ナトルプ, P. 98

並河萬里 116・118

並河亮 116・118

成川武夫 62・108

に

新美景子 72・74・75・78・81・104

ニコラエヴァ, M. 84

西川潔 58・108

西田美緒子 108

西塚宏 47・48

西村清和 118

西村公朝 59

西村醇子 84

西村拓生 58

西村皓 112

西森敏之 11

日本インターンシップ学会関東支部 11

日本インターンシップ学会東日本支部 3

日本教育経営学会 9・17・38

日本高等教育学会 3・17・18・113・115・116・117・119・

120

日本大学芸術学部デザイン学科 81

日本ペスタロッチー 115

ニュートン, F.B. 86

ぬ

沼田裕之 112

沼野一男 92・112

ね

根木良友 3

の

ノール, H. 42・107

野坂悦子 6・103

野田雄二 38

のだよしこ 82

野平慎二 36・37

信原幸弘 70

昇隆一 113

登本洋子 21

野本寛一 49・50・93

野本由紀夫 7・106

野呂香 62

は

パーキン, H.J. 15・88

ハーショック, P.D. 36

パーマー, P.J. 12・88

バーン, B.B. 88

バーンズ, J.P. 69・107

バーンバウム, R. 86

パイザート, H. 88

灰島かり 6・72・77・85・102

バウアーズ, B. 80・105

バウムガルテン, A.G. 118

橋本昭彦 113

橋本鉱市 2・8・9・15・16・17・89・90

バシャー, S. 72・76・77・78・79

蓮井敏 12

長谷川義縁 119

長谷川洋二 42
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羽田貴史 88・115

ハチスン, F. 118

八田玄二 23

バッティン, P. 108

服部治 11

バトゥー, Ch. 112

花澤秀文 44

浜田栄夫 37・118

浜田正秀 118

林隆之 66

林幹夫 120

原恵 115

原尻英樹 49

原田佐和子 72・74・77・78・79・80・104

原田眞理 20・92

ハワード, R.D. 10・90

ひ

ビアド, R. 86

東岸克好 39・92・98・115

東伏見慈晃 45

樋口利彦 22

日高敏隆 52・116・117

ヒック, J. 46

ビナード, A. 5・71・103

日比野正明 47

ヒューズ, C. 51

平川秀幸 66

平沢茂 112

平高典子 109

平塚益徳 39

平松尚樹 28

平山忠義 82

広田照幸 49

廣田律子 110

ふ

ファリス, P.J. 22

フィッツギボンズ, M. 61

フィヒテ, J.G. 98・116

ブーランジェ, P. 66

フォースィ, C. 12

福井一光 43・107・112

福岡淳子 22

福田恆存 110・112・115

福田晴代 73・74・104

福地守 107

福本みちよ 4・19・21

福本友美子 76・77

藤井敏彦 118

藤井都百 10

藤井淑禎 49

藤垣裕子 66

藤澤眞理 61

藤田千枝 72・74・78・79・104

藤田正勝 43

富士鷹なすび 79

藤村正司 36

藤森武 59

藤原ヒロコ 77

ブライ, D.A. 86

プラトン 97・113

ブリンクリ, A. 12・89

ブルースター, J. 23

古谷太郎 96・120

ふるやまなつみ 81

プレーガー, W.H. 42

フレーベル, F. 98・118

フレーベル学会 115

ブレツィンカ, W.H. 37

フレックスナー, A. 14・89

ブレネマン, D.W. 87

フレミング, C. 12

フローインスティン, A.I. 89
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ブロック, J. 61
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ベイリー, M. 77
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ペリー, J. 62

ヘルバルト, J. 98

へンダーソン, A. 51

ペンペル, T.J. 8・89

ほ

ボイヤー, E.L. 87

ボウカー, J. 45

ホーキンス, B.L. 89・108

ホーキンス, J.N. 36

保坂清 51・58・107・114・118

牡丹靖佳 6

ボック, D. 15・86・89・90

ホックステイター, D.J. 82

堀その子 30・31

堀内守 112・114・116

ボルト, R. 38

ボルノー, O.F. 36・107

保呂篤彦 49・108

本多峰子 46

本名信行 55

本間敏弘 116

本間裕子 84

ま

マール, R.A. 43

前川文夫 117

前島誠 82・109

前田紀美子 49

前田清志 111・117

前田博 35

眞壁宏幹 36・37

牧野淳一郎 66

正置友子 85

増渕幸男 42・112

増本裕江 73・75・104

間瀬啓允 46・115

俣野秀典 11

松井慎一郎 108

松井孝 69

松枝茂夫 82

松尾孝嶺 110

松尾大 118

松香光夫 66・108

松香洋子 23

マッキーチ, W.J. 86

マッケーニー, D.L. 61

松田岳士 3・90

松浪健四郎 114

松野康子 22

松村克己 98
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松本栄寿 51・66・67・108
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み

三島次郎 115・119
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光田明正 47・113
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宮川健郎 77・102

宮城一男 117

三宅なほみ 12

宮﨑豊 33・96

宮沢久雄 114

宮田敏近 86・109

宮田由紀夫 8・15・90

見山博 7

宮本弦 23
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ミラー, J.E. 10

三輪えり花 61

三輪建二 40
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村上良夫 46

村澤昌崇 16

村瀬隆彦 9

村瀬智之 42

村田昇 24・92・114・117

村中李衣 77・81・102・105

め

メイソン, M. 36

メキシコ親善使節団 119

も

毛利勝彦 47

本江邦夫 58

本木洋子 81・105

森哲郎 43・44

森雅生 3

森利枝 9・14

森島久雄 23

森田みちよ 76・77

守屋誠司 26・27・92・93

森山賢一 21

モレンハウアー, K. 36・37

モンマイユール, M.B. 51

や

柳下ミキ 81

矢島文夫 119

安井亮 51

安原義仁 15

矢野智司 36・113・117

矢野眞和 87・89・113

矢部誠一郎 108

山岡法次 47

山懸熙 112

山岸駿介 88

山口栄一 13・21・92・112
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ゆ
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よ
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吉本澄子 24

米澤彰純 16
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四方一弥 37
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ら

ライデスドルフ, L. 66

ラッタンシ, P.M. 80・105
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リーヴィ, S.A. 107

リースマン, D. 86

リクソン, S. 23

リップマン, M. 42

劉偉民 113

る
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ルソー, J.J. 97
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れ

レイン, D.J. 80・105

レヴィーン, A. 11・88

レッシング, H.P. 36
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ろ

ロート, H. 107

ローマン, J. 86

ロケット, P. 74・75

ロスチャイルド, E. 12

ロスブラット, S. 88

ロック, J. 97

ロンドン大学 86

わ

ワース, M.J. 88

若杉光夫 110

若月芳浩 33・96

ワガナー, M. 10

和久洋三 32・33・34・60・111

ワグナー, T. 4

和田修二 35・36・112

和田誠 71

渡辺一雄 39

渡辺かよ子 14

渡辺保 58

渡邊千惠子 27・93

渡部正孝 107

渡邊まさひこ 61

渡邉正彦 49

渡辺雅仁 22・82

渡辺学 45・107

渡邉満 4・92
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常備書店一覧

北海道 札幌市 紀伊國屋書店 札幌本店 011-231-2131

コーチャンフォー新川通り店 011-769-4000

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 011-817-4000

三省堂書店 札幌店 011-209-5600

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店 011-223-1911

小樽市 喜久屋書店 小樽店 0134-31-7077

旭川市 コーチャンフォー旭川店 0166-76-4000

ジュンク堂書店 旭川店 0166-26-1120

帯広市 喜久屋書店 帯広店 0155-66-7799

北見市 コーチャンフォー北見店 0157-26-1122

岩見沢市 喜久屋書店／BOOKJAM岩見沢店 0126-23-8184

千歳市 文教堂書店 千歳店 0123-27-4600

青森県 青森市 宮脇書店 青森本店 017-721-1080

弘前市 ジュンク堂書店 弘前中三店 0172-34-3131

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店 019-601-6161

北上市 東山堂 北上店 0197-61-0666

宮城県 仙台市 ジュンク堂書店 仙台TR店 022-265-5656

丸善 仙台アエル店 022-264-0151

横田や 022-273-3788

石巻市 金港堂 石巻店 0225-94-0088

大崎市 ブックセンターササエ 0229-23-7570

秋田県 秋田市 宮脇書店イオン秋田店 018-884-0630

宮脇書店 秋田本店 018-825-5515

山形県 山形市 戸田書店 山形店 023-682-3111

天童市 TENDO八文字屋 023-658-8811

福島県 郡山市 ジュンク堂書店 郡山店 024-927-0440

須賀川市 宮脇書店 須賀川店 0248-76-6246

茨城県 水戸市 川又書店 県庁店 029-301-1811

つくば市 ACADEMIAイーアスつくば店 029-868-7407

TSUTAYA LALAガーデンつくば 029-861-1811

ひたちなか市 蔦屋書店 ひたちなか店 029-265-2300

栃木県 宇都宮市 落合書店 宝木店 028-650-2211

喜久屋書店 宇都宮店 028-614-5222

群馬県 前橋市 蔦屋書店 前橋みなみモール店 027-210-0886

ブックマンズアカデミー前橋店 027-280-3322

高崎市 ブックマンズアカデミー高崎店 027-370-6166

太田市 ブックマンズアカデミー太田店 0276-40-1900

埼玉県 さいたま市 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 048-640-3111
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文教堂書店まるひろ南浦和店 048-844-8480

戸田市 明文堂書店 TSUTAYA戸田店 048-498-6175

桶川市 丸善 桶川店 048-789-0011

久喜市 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店 0480-87-0800

千葉県 木更津市 精文館書店 木更津店 0438-20-2811

松戸市 ジュンク堂書店 松戸伊勢丹店 047-308-5111

柏市 KaBoSららぽーと柏の葉店 04-7168-1760

ジュンク堂書店 柏モディ店 04-7168-0215

印西市 宮脇書店 印西牧の原店 0476-40-6325

東京都 千代田区 三省堂書店 神保町本店 03-3233-3312

丸善 丸の内本店 03-5288-8881

中央区 タロー書房 03-3241-2701

八重洲ブックセンター本店 03-3281-1811

新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店 03-3354-0131

ブックファースト新宿店 03-5339-7611

渋谷区 MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店 03-5456-2111

杉並区 書原 高井戸店 03-3334-8431

豊島区 三省堂書店 池袋本店 03-6864-8900

ジュンク堂書店 池袋本店 03-5956-6111

練馬区 ジュンク堂書店 大泉学園店 03-5947-3955

立川市 ジュンク堂書店 立川高島屋店 042-512-9910

武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店 0422-28-5333

町田市 久美堂 小田急店 042-723-7888

久美堂本店 042-725-1330

多摩市 丸善 多摩センター店 042-355-3220

稲城市 コーチャンフォー若葉台店 042-350-2800

羽村市 ブックスタマ小作店 042-555-3904

神奈川県 横浜市 KaBoS あざみ野店 045-905-1223

ブックファースト青葉台店 045-989-1781

川崎市 丸善 ラゾーナ川崎店 044-520-1869

藤沢市 ジュンク堂書店 藤沢店 0466-52-1211

茅ケ崎市 長谷川書店ネスパ茅ヶ崎店 0467-88-0008

新潟県 新潟市 ジュンク堂書店 新潟店 025-374-4411

知遊堂 亀貝店 025-211-1858

長岡市 宮脇書店 長岡店 0258-31-3700

加茂市 番場堂書店 0256-52-0565

上越市 知遊堂 上越国府店 025-545-5668

富山県 富山市 文苑堂書店 藤の木店 076-422-0155

高岡市 文苑堂書店 新野村店 0766-25-1500

石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂 076-239-4400

SuperKaBoS 大桑店 076-226-1170

福井県 福井市 SuperKaBoS 新二の宮店 0776-27-4678

岐阜県 岐阜市 丸善 岐阜店 058-297-7008
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宮脇書店 柳津店 058-218-2303

静岡県 静岡市 戸田書店 静岡本店 054-205-6111

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 054-275-2777

焼津市 焼津谷島屋 登呂田店 054-629-4848

愛知県 名古屋市 ウニタ書店 052-731-1380

ジュンク堂書店 名古屋栄店 052-212-5360

ジュンク堂書店 名古屋店 052-589-6321

ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 052-249-5592

文進堂書店 052-819-2630

丸善 名古屋本店 052-238-0320

メルヘンハウス 052-733-6481

豊橋市 精文館書店 豊橋本店 0532-54-2345

精文館書店 三ノ輪店 0532-66-2447

一宮市 宮脇書店 尾西店 0586-47-7111

津島市 精文館書店 新津島店 0567-22-4001

刈谷市 宮脇書店 刈谷店 0566-61-9151

豊田市 近藤商店 0565-32-2376

三重県 津市 別所書店 修成店 059-246-8822

宮脇書店 津ハッピーブックス店 059-227-1185

四日市市 丸善 四日市店 059-359-2340

宮脇書店 四日市本店 059-359-5910

滋賀県 大津市 大垣書店フォレオ大津一里山店 077-547-1020

彦根市 ハイパーブックス彦根店 0749-30-5151

草津市 ジュンク堂書店 滋賀草津店 077-569-5553

京都府 京都市 アバンティブックセンター京都店 075-671-8987

大垣書店イオンモールKYOTO店 075-692-3331

ジュンク堂書店 京都店 075-252-0101

丸善 京都本店 075-253-1599

大阪府 大阪市 梅田 蔦屋書店 06-4799-1800

喜久屋書店 阿倍野店子ども館 06-6634-8139

紀伊國屋書店グランフロント大阪店 06-7730-8451

紀伊國屋書店 梅田本店 06-6372-5821

ジュンク堂書店 上本町店 06-6771-1005

ジュンク堂書店 大阪本店 06-4799-1090

ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 06-6626-2151

ジュンク堂書店 天満橋店 06-6920-3730

ジュンク堂書店 難波店 06-4396-4771

MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店 06-6292-7383

豊中市 田村書店 千里中央店 06-6831-5657

吹田市 田村書店 吹田さんくす店 06-6170-9625

枚方市 野村呼文堂 072-843-0221

和泉市 田村書店ららぽーと和泉店 0725-90-4050

兵庫県 神戸市 ジュンク堂書店 三宮駅前店 078-252-0777

常備書店一覧
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ジュンク堂書店 三宮店 078-392-1001

姫路市 ジュンク堂書店 姫路店 079-221-8280

西宮市 ジュンク堂書店 西宮店 0798-68-6300

奈良県 奈良市 新風堂書店 0742-71-4646

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAYガーデンパーク和歌山店 073-480-5900

鳥取県 米子市 本の学校今井ブックセンター 0859-31-5000

島根県 松江市 今井書店グループセンター店 0852-20-8811

岡山県 岡山市 啓文社 岡山本店 086-805-1123

倉敷市 喜久屋書店 倉敷店 086-430-5450

広島県 広島市 ジュンク堂書店 広島駅前店 082-568-3000

フタバ図書 MEGA祇園中筋店 082-830-0601

丸善 広島店 082-504-6210

福山市 フタバ図書 ALTi福山本店 084-973-8780

萬生堂 084-962-0048

東広島市 廣文館イオン高屋ショッピングセンター店 082-491-1381

安芸郡 フタバ図書 TERA広島府中店 082-561-0770

徳島県 徳島市 宮脇書店 徳島本店 088-663-6621

鳴門市 井上書房 大学店 088-687-1119

香川県 高松市 宮脇書店イオン高松店 087-832-8217

宮脇書店 新屋島店 087-843-5995

宮脇書店 総本店 087-823-3152

宮脇書店 本店 087-851-3733

丸亀市 宮脇書店フジ丸亀店 0877-58-7363

三豊市 宮脇書店 三豊店 0875-56-6036

さぬき市 宮脇書店 志度店 087-870-2750

愛媛県 松山市 宮脇書店 松山店 089-924-8731

福岡県 北九州市 喜久屋書店 小倉店 093-514-1400

福岡市 紀伊國屋書店 福岡本店 092-434-3100

ジュンク堂書店 福岡店 092-738-3322

丸善 博多店 092-413-5401

京都郡 ひまわりこども 0930-33-8080

大分県 大分市 ジュンク堂書店 大分店 097-536-8181

明林堂書店 大分本店 097-573-3400

鹿児島県 鹿児島市 ジュンク堂書店 鹿児島店 099-216-8838

沖縄県 那覇市 ジュンク堂書店 那覇店 098-860-7175

名護市 宮脇書店イオン名護店 0980-54-8320
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大学生協・大学内書店一覧

北海道 札幌市 札幌大学生協 011-852-7244

北星学園生協 011-891-2313

北海学園生協 011-811-8689

北海道大学生協クラーク店 011-736-0916

北海道大学生協 北部店 011-747-2182

北見市 北見工業大学生協 0157-26-6862

江別市 札幌学院大学生協 011-386-2970

青森県 弘前市 弘前大学生協シェリア 0172-33-3742

岩手県 盛岡市 高崎経済大学生協 019-652-2028

宮城県 仙台市 東北学院大学生協 泉店 022-375-1144

東北学院大学生協 土樋 022-264-6325

東北大学生協 文系書籍店 022-262-7463

秋田県 秋田市 秋田大学生協 手形店 018-833-5865

山形県 山形市 山形大学生協 小白川店 023-641-4365

茨城県 水戸市 茨城大学生協 水戸店 029-227-1865

日立市 茨城キリスト教学園生協 0294-25-5285

つくば市 丸善 筑波大学第二学群書籍部 029-858-0421

栃木県 宇都宮市 宇都宮大学生協 028-636-1856

群馬県 前橋市 群馬大学生協 荒牧店 027-220-7195

高崎市 高崎経済大学生協 027-343-2024

埼玉県 さいたま市 埼玉大学生協 048-854-9342

所沢市 早稲田大学生協 所沢店 04-2949-8613

飯能市 駿河台大学ショッピングセンター 042-972-1152

新座市 跡見学園女子大学生協 新座店 048-481-0727

十文字学園生協 048-489-1277

千葉県 千葉市 千葉大学生協ブックセンター 043-254-1825

松戸市 千葉大学生協 園芸学部店 047-365-5352

東金市 紀伊國屋書店 城西国際大学ブックセンター 0475-53-0064

東京都 港区 慶應義塾生協 三田書籍部 03-3455-6631

明治学院生協 白金店 03-3447-1631

文京区 お茶の水女子大学生協 03-3947-9449

東京大学生協 本郷書籍部 03-5841-2420

新宿区 早稲田大学生協コーププラザブックセンター 03-3202-3236

早稲田大学生協 戸山店 03-3202-4204

目黒区 東京大学生協 駒場書籍部 03-3469-7145

八王子市 首都大学東京生協 南大沢店 042-677-1413

武蔵野市 亜細亜大学購買部 0422-55-5837

紀伊國屋書店成蹊学園ブックセンター 0422-36-0360
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調布市 電気通信大学生協 042-487-2881

町田市 桜美林学園生協 042-797-0547

紀伊國屋書店 玉川学園購買部 042-739-8945

法政大学生協 多摩店 042-783-2236

小金井市 東京学芸大学生協 042-324-6228

小平市 白梅学園生協 042-343-1728

津田塾大学生協 042-343-7073

日野市 紀伊國屋書店 明星大学ブックセンター 042-599-7122

国立市 一橋大学生協 西プラザショップ 042-575-4184

神奈川県 横浜市 横浜市立大学 八景購買書籍部 045-701-6054

横浜国立大学生協 大学会館店 045-335-1126

川崎市 日本女子大学生協 西生田店 044-952-0150

新潟県 新潟市 新潟大学生協 025-262-6095

富山県 富山市 富山大学生協 五福店 076-433-3080

石川県 金沢市 金沢大学生協 角間店 076-224-0905

福井県 福井市 福井大学生協 0776-21-3688

山梨県 甲府市 山梨大学生協 055-252-4757

都留市 都留文科大学生協 0554-43-2106

長野県 長野市 信州大学生協 教育学部店 026-235-2021

清泉女学院生協 026-295-3460

松本市 信州大学生協 松本書籍部 0263-37-2983

松本大学生協 0263-48-7280

上田市 信州大学生協 繊維学部店 0268-27-4978

長野大学生協 0268-38-7238

岐阜県 岐阜市 岐阜大学生協 中央店 058-230-1166

静岡県 静岡市 静岡大学生協 静岡店 054-237-1427

愛知県 名古屋市 ちくさ正文館書店 名城大学内ブックショップ 052-833-8215

中京大学生協プラザリーブル 052-831-1911

名古屋市立大学生協 山の畑店 052-881-5906

名古屋大学生協 南部書籍店 052-781-5031

刈谷市 愛知教育大学生協 0566-36-2404

豊田市 中京大学生協プラザ・ドゥ 0565-45-6368

長久手市 愛知県立大学生協 0561-61-0977

知多郡 日本福祉大学生協ウィル 0569-87-2304

三重県 津市 三重大学生協 翠陵店 059-232-5007

滋賀県 彦根市 滋賀大学彦根地区生協 0749-24-3256

草津市 立命館生協リンクショップ 077-561-2828

京都府 京都市 京都教育大学生協 075-644-8358

京都大学生協ブックセンタールネ 075-771-7336

京都橘学園生協 075-571-2325

京都府立大学生協 075-701-0899

同志社大学生協 良心館ブック&ショップ 075-251-4427

立命館大学生協 朱雀店 075-813-8470
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立命館大学生協ブックセンターふらっと 075-465-8288

龍谷大学生協 R-Uni店 075-642-0103

龍谷大学生協 大宮店 075-352-3981

京田辺市 同志社大学生協 京田辺店 0774-65-8372

大阪府 大阪市 大阪市立大学生協 杉本店 06-6605-3014

大阪経済大学生協 06-6379-2231

堺市 大阪府立大学生協 072-259-1736

紀伊國屋書店 関西大学堺ブックセンター 072-229-6090

吹田市 関西大学生協 06-6368-7548

寝屋川市 大阪電気通信大学生協 書籍部寝屋川店 072-821-0720

松原市 阪南大学生協 072-334-2921

柏原市 大阪教育大学生協 柏原店 072-976-3636

東大阪市 紀伊國屋書店 近畿大学梅の木ブックセンター 06-6721-2660

近畿大学生協 ShopLeaf 06-6725-3335

兵庫県 神戸市 甲南女子大学生協 078-435-5272

甲南大学生協 078-451-1371

神戸市外国語大学生協 078-794-8192

神戸親和女子大学生協 078-595-0303

神戸大学生協 学生会館店 078-881-8847

神戸大学生協 発達科学部店 078-805-1293

兵庫県立大学生協 神戸商科キャンパス店 078-795-0939

姫路市 兵庫県立大学生協 姫路環境人間キャンパス店 079-296-6077

兵庫県立大学生協 姫路工学キャンパス店 079-266-0998

尼崎市 園田学園女子大学生協 06-6422-5795

西宮市 関西学院大学生協フォーラム店 0798-53-5233

加東市 丸善 兵庫教育大学売店 0795-44-1152

奈良県 奈良市 奈良教育大学生協 0742-26-1406

奈良女子大学生協 0742-26-2036

和歌山県 和歌山市 和歌山大学生協 073-451-1406

鳥取県 鳥取市 鳥取大学生協 0857-28-2333

島根県 松江市 島根大学生協 松江ショップ 0852-32-6242

岡山県 岡山市 岡山大学生協 086-256-4100

就実大学生協 086-201-2250

広島県 広島市 広島修道大学生協 082-848-5125

東広島市 広島大学生協 北1コープショップ 082-423-8285

広島大学生協 西2コープショップ 082-424-0920

山口県 下関市 下関市立大学生協 083-252-7272

山口市 山口大学生協 中央ショップ 083-933-0611

香川県 高松市 香川大学生協 学館ショップ 087-833-5755

愛媛県 松山市 愛媛大学生協 城北ショップ 089-925-5801

松山東雲女子大学生協 089-934-8446

松山大学生協 089-924-9262

高知県 高知市 高知県立大学生協 永国寺店 088-872-9572

大学生協・大学内書店一覧
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高知大学生協 朝倉ショップ 088-840-1661

福岡県 北九州市 西南女学院生協 093-563-2232

福岡市 九州大学生協 伊都店 092-805-7700

九州大学生協 文系購買書籍店 092-651-1529

田川市 福岡県立大学生協 0947-44-3399

宗像市 福岡金文堂 教育大店 0940-35-3051

太宰府市 紀伊國屋書店日本経済大学ブックセンター 092-929-0285

佐賀県 佐賀市 佐賀大学生協 大学会館店 0952-25-4451

長崎県 長崎市 長崎大学生協 経済店 095-820-2924

長崎大学生協 文教店 095-845-5887

丸善キャンパスショップ活水女子大学店 095-821-1024

佐世保市 長崎県立大学生協 佐世保校 0956-48-3732

熊本県 熊本市 熊本大学生協 学館ショップ 096-343-6321

大分県 大分市 大分大学生協 097-569-0016

別府市 立命館アジア太平洋大学生協 0977-78-1171

宮崎県 宮崎市 南九州大学生協 宮崎 0985-35-0456

宮崎大学生協 0985-58-0692

都城市 南九州大学生協 都城 0986-46-3515

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島大学生協 教育店 099-285-7368

鹿児島大学生協 中央店 099-257-6710

沖縄県 那覇市 沖縄大学生協 098-855-9806

宜野湾市 朝野書房 沖縄国際大学店 098-892-5542

中頭郡 琉球大学生協 中央店 098-895-6085
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オールカラー36ページに豊富な写真を掲載し、最新のニュースや学園の動向をビジュ
アルにお伝えします。「変わる玉川」「変わらない玉川」の姿が読み取れます。

毎号ひとつのテーマを特集し、学内外の執筆陣によるタイムリーな論評やエッセイなど
も掲載して、時代と社会と玉川教育のつながりを追究しています。

36頁（オールカラー）

本体266円＋税

2,926円（税・送料別）
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全

の
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「『
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記
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れ
ま
し
た
わ
け
」
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続
い
て
、「
少
年
た
ち
に
告
ぐ
」
と
題
す

る
連
載
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

「
時
計
の
長
針
と
な
り
短
針
と
な
る
こ
と
は

誰
も
欲
し
よ
う
。し
か（
し
）、何
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に
も
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ら
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な
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に
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と
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則
正
し
く
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）
働
い
て
る
こ
と
を
考
へ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
眞
實
を
生
き
や
う
よ
。

（
略
）
己
れ
を
捨
て
る
こ
と
は
、
ホ
ン
ト
の

自
分
が
生
き
る
こ
と
な
の
だ
」
と
、
ほ
と
ば

し
る
勢
い
の
文
が
あ
っ
て
右
掲
の
一
文
へ
と

つ
な
が
る
。
玉
川
モ
ッ
ト
ー
の
原
型
で
あ
る
。

「
人
生
の
最
も
苦
し
い
い
や
な
つ
ら
い
損
な

場
面
を
真
っ
先
き
に
微
笑
を
以
っ
て
担
当
せ

よ
」

　
玉
川
っ
子
の
手
本
と
な
り
支
え
と
な
り
励

み
と
な
る
モ
ッ
ト
ー
。
時
を
超
え
て
、
色
褪

せ
ず
温
か
く
力
強
い
。

人
』
を
8
0
0
号
さ
か
の
ぼ
り
、

昭
和
4
年
刊
行
の
第
1
号
に
は
、

創
立
者
小
原
國
芳
に
よ
る
創
刊

『全人』創刊時の誌名は『學園日記』。
学園創立と共に誕生した記念すべき第
1号の刊行日は1929（昭和 4）年 6月
25日。A5判で全84ページ。活版の印
字が歴史を感じさせるが、活字組も印
刷も学園内の労作として行われた

校標とともに刻まれる正門の玉川モットーは創立者の揮毫を写し取ったもの。
児童たちが唱和してから下校する姿も見える

800号記念
『全人』でたどる玉川の原点

玉川モットー
since

1929

ZENJIN
800

日本車いすテニス協会
ヘッドコーチ
1988（昭和63）年
高等部卒業

丸山弘道

　表彰台で金メダルを首から下
げる齋田悟司選手、国枝慎吾選
手を見ながら、もう、死んでも
いいと思えました。私たちは、
世界一の努力をして大会に臨ん
だのですから。
　2004年アテネ・パラリンピッ
ク、車いすテニスダブルスでア

ジア人初の金メダル。（略）いま
も、私の机には、張り紙がして
あるのです。「人生の最も苦し
いいやなつらい損な場面を真っ
先きに微笑を以って担当せよ」
―この國芳先生の言葉を読ん
でから、鏡を見てニコッと笑っ
て、それからテニスコートに向
かうことにしています。

国枝慎吾選手は現在車いすテニス
世界ランク1位。丸山弘道コーチ
との二人三脚が続く。

喜
ん
で
、困
難
を
友
と
し
て
よ
、

微
笑
を
以
つ
て
辛
苦
を
迎
え
て
よ
。

や
ら
う
よ
。

（
昭
和

）年

号『
學
園
日
記
』
No.

 「
少
年
た
ち
に
告
ぐ
」 

小
原
國
芳

2005（平成17）年11月号
『全人』 No.688

「先輩を訪ねて」

4

1955（昭和30）年の中学部での建築労作（上）
創立期の農作業の様子。「學者も先生も文學者も、
土が掘れ、薪が割れ、コヤシが汲めて欲しいのであ
る」と小原國芳は述べ、労作の重要性を説いた（下）

低学年児童による畑での
労作。育てている大根を
手入れする

800号記念
『全人』でたどる玉川の原点

「
玉

作
業
、
木
工
、
印
刷
と
い
っ
た
労
作
と
と
も

に
玉
川
の
丘
は
拓
か
れ
た
。

　
2
0
0
4
年
6
月
号
『
全
人
』
で
は
、
創

立
期
に
女
子
高
等
部
で
学
ん
だ
生
徒
が
当
時

を
回
想
し
て
い
る
。
出
版
部
刊
行
の
雑
誌

『
女
性
日
本
』
の
編
集
を
「
労
作
教
育
の
ひ

と
つ
と
し
て
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
。

　
畑
で
野
菜
を
育
て
る
、
自
由
研
究
で
バ
イ

オ
リ
ン
を
製
作
す
る
―
そ
ん
な
労
作
の
姿

が
今
も
学
園
の
学
び
を
物
語
っ
て
い
る
。

川
誕
生
の
第
一
モ
ッ
ト
ー
が
實

に
勞
作
教
育
」
と
小
原
國
芳
が

語
る
よ
う
に
、
道
づ
く
り
、
農

労作
since

1929

子
供
た
ち
は

偉
大
な
創
造
者
で
あ
る
。

（
昭
和
35
）年

月
号『
全
人
教
育
』
No.

「
ぼ
く
ら
の
植
物
園
を
作
ろ
う
」 

金
平 

正

こうやって肥料
を

あげて、と

成長がわかるって楽しいね

　今日までやってきた労作は、
僕にどんなに多くの経験をあた
えてくれたことだろう。（略）
協力はどんなに力強いものかが
はっきりわかった。

1957（昭和32）年1月号
『全人』 No.89

「相撲場作り」

茂木孚夫 当時中学部3年生

ZENJIN
800

玉川学園・玉川大学
平成27年5月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第5号

全 

人

  

玉川の教育をつたえる2015 .

No.7945

特集

大学教育棟 2014と
アクティブ・ラーニング
大学教育棟 2014開館にあたって 小原芳明

イラスト探検! 大学教育棟 2014 &新食堂

玉川大学における
アクティブ・ラーニングの展開 稲葉興己

連 載

学びの時間
有泉高史 研究室

K -12 Report 
高学年生徒発表会

生涯学べ
徳 仁美 
オーストラリア大使館広報文化部マネージャー

学びの丘
中学年のスポーツ大会実行委員
�����

第86回創立記念日 理事長挨拶
新年度にあたって

新連載 教員&研究者エッセイ

玉川玉手箱
礒村宜和

玉川学園・玉川大学

玉川の教育をつたえる2015 .

No.796

平成27年7月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第7号

連載

学びの時間
伊藤良二 研究室

生涯学べ
平形優子
侍学園スクオーラ・イマジン 教頭

玉川玉手箱
中嶋真美
キャリアナビゲーション’15 拡大版
文学部 税所里帆さん

平成26年度
寄付受理ご報告

特集

玉川の研究所

最前線研究Report

国家プロジェクト「革新脳」に
玉川からも参画 !

世界に広がる研究のネットワーク

量子情報科学研究所
脳科学研究所
学術研究所

 明日につながる研究
対談 安西祐一郎×坂上雅道

7  8

玉川学園・玉川大学

玉川の教育をつたえる2015 .

No.800

平成27年12月10日発行 （毎月10日発行） 第89巻第11号

12

連載

行事報告
オレロップ体操アカデミー
エリートチーム来園

玉川発見伝
「礼拝堂のチャイム」
モリナガ・ヨウ

800号記念

『全人』でたどる
玉川の原点

玉川学園・玉川大学

第87回体育祭

玉川モットー／労作
松陰橋／音楽祭
図書館／児童百科
食堂／玉シャツ
スキー学校
クリスマスツリー
ハチミツとアイスクリーム
国際交流／校歌

読 者 の み な さ ま へ

この目録には、玉川大学出版部刊行の出版物を収録しています
（2017年12月現在）。
 著訳編者名、書名、判型・頁数、本体価格、ISBNコード（ただし、書
籍記号「978」、国番号「4」、出版社番号「472」は省略）、刊行年、紹
介文を掲載しています。
 新刊につきましては、ホームページをご覧ください。
http://www.tamagawa-up.jp/
・
この目録に掲載してある価格はすべて本体価格（税別）で、2017
年12月現在のものです。

ご注文について
・
玉川大学出版部の刊行物は、お近くの書店、インターネット書店に
てお求めいただけます。当出版部へ直接ご注文いただく場合は、
お電話、FAX、E-mail で承ります。
・
 当出版部への直接のご注文、直販限定の商品のご注文につきま
しては、ヤマト運輸の宅急便コレクト（代金引替）を使用してお送り
します。送料は下記のとおりです。

書名、部数、ご住所、お名前、お電話番号を下記宛てにお知らせく
ださい。

玉川大学出版部　営業課
〒194-8610  東京都町田市玉川学園6-1-1
Tel. 042-739-8935　Fax. 042-739-8940
E-mail tup＠tamagawa.ac.jp

お買い上げ金額（税込）1,500円未満 お買い上げ金額（税込）1,500円以上

送料 代引手数料 合計 送料 代引手数料 合計

300円 230円 530円 0円 230円 230円

個人情報の取り扱いについて
ご注文にあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報
は、書籍の発送、請求業務を目的とした利用以外には一切使用いたしま
せん。なお、当該業務を外部に委託する場合があります。その際は個人
情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、機密保持契
約等を取り交わすとともに、適切な管理を実施いたします。
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